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2021 年６月１４日 

松ノ木小学校ＰＴＡ 

会長 緋田 恵美 

 

議事報告 《 第１回運営委員会 》 

令和３年６月２日（水） 午前 9 時３０分～ まつのきルーム 

【出席者】 校長先生・副校長先生・役員(9 名)・正副委員長(9 名) 

➢ 松ノ木小学校震災救援所 所長   富永様 

➢ 松ノ木小学校学校運営協議会 会長 髙瀬様 

➢ 松ノ木小学校学校支援本部 本部長 平戸様 

➢ 松ノ木小学校担当 青少年委員   椎名様 ※ご欠席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.1 

● 校長先生ごあいさつ ● 

皆様おはようございます。また１年間どうぞよろしくお願いします。 

まず、松ノ木スポーツフェスティバル、ほどほどの天候にも恵まれ、全校で集うことは叶いませんで

したが、３学年ずつ日頃の体育学習の成果を存分に発揮できたのではないかと思います。保護者の皆様

のご協力、本当にありがとうございました。応援にいらした保護者の皆様が、しっかりと感染症対策等

へのご理解をしてくださったおかげで、スムーズに、しかし、熱くすべてを進行することができまし

た。片付けにも気遣ってくださった方がいて、松ノ木小ＰＴＡのよき伝統を感じました。本当にありが

とうございました。 

さて、残念なことに緊急事態宣言が再び延長されてしまいました。皆様の健康を考えてのことなの

で、致し方ないことですが、学校での学習にも引き続き制限があります。歌唱や管楽器の演奏、調理実

習は緊急事態宣言が解除されるまで実施しません。また、３密になりやすい行事は中止または延期の措

置が必要になります。６月１２日に予定していた土曜授業の公開は中止とさせていただきます。ただ

し、子供たちの授業は予定通り実施します。また、地域班の顔合わせも実施しますので、担当のＰＴＡ

の皆様、よろしくお願いいたします。 

スポーツフェスティバルが終わると１学期も折り返し地点です。新年度頑張ってきた疲れや、暑さや

湿度による体調不良が出やすい時期です。また、新型コロナウイルスの感染もまだまだ気が抜けませ

ん。ご家庭での健康観察を引き続きよろしくお願いいたします。 

● 会長あいさつ ● 

おはようございます。皆様お忙しい中、第１回運営委員会にご出席いただきありがとうございます。 

本日は杉並区教育委員会より富永様、学校運営協議会より髙瀬様、学校支援本部より平戸様にご出席

いただきました。後程ご挨拶をいただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

先日、まつのきスポーツフェスティバル２０２１がお天気に恵まれた中で行われました。子供たちの

素敵な笑顔と素晴らしい姿が見受けられ、とても感動いたしました。校長先生・副校長先生をはじめ先

生方には、開催していただき感謝しております。ありがとうございました。また今年度は、役員のみの

パトロールとなりましたが、滞りなく無事に行えたこと、保護者の皆様にはご協力感謝いたします。 

各委員会の正副委員長の皆様、正副委員長をお引き受けいただきありがとうございます。 

今年度は「子供たちのために！」をスローガンに掲げ、PTA の原点に戻り、子供たちのことを１番

に考え、すぐに動く PTA を運営してまいりたいと思いますので、1 年間ご協力の程よろしくお願いい

たします。 
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● 副校長先生ごあいさつ ● 

皆様おはようございます。本日はお忙しい中ありがとうございます。 

先週土曜日には、松ノ木スポーツフェスティバル２０２１が無事開催されました。ご来校の際には、

健康観察・消毒・３密を避けるなどのご協力をいただき本当にありがとうございました。また、ＰＴＡ

の役員の皆様・委員の皆様・お手伝い登録をしてくださった保護者の皆様にも、心より感謝しておりま

す。 

さて６月、うっとうしい季節になってまいります。雨が続くと子供たちも外遊びができずストレスが

たまりがちになり、室内での怪我なども心配されます。また今年度は水泳授業も行われますので、昨年

度のブランク等も考えますと注意をしなければならない部分もあり、その辺りが６月の課題となるのか

なと思っております。 

そして子供たちも、スポーツフェスティバルという大きなものを乗り越えましたので、モチベーショ

ンの持たせ方などに工夫が必要な時期となりそうです。１学期の折り返し地点を迎え、気持ちを新たに

引き締めてまいりたいと考えております。 

また緊急事態宣言が６月２０日まで再延長となりました。今月１２日の土曜授業についても、変更の

お知らせなどさせていただくことになるかと思います。そのような状況ではありますが、今後ともＰＴ

Ａの皆様のお力・お知恵をお借りしながら、共に松ノ木小の子供たちの学校生活がより良いものになり

ますよう努めたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。 

● 松ノ木小学校震災救援所 所長 富永様ごあいさつ ● 

今年度、松ノ木小学校震災救援所の所長を務めます教育委員会学務課の富永と申します。 

いつも震災救援所の運営に多大なるご協力をいただきましてありがとうございます。 

昨年は、コロナ禍で大規模な訓練は行わなかったと聞いております。明日には震災救援所所長・震災

救援所運営連絡会会長を集めた説明会が区で行われます。その中で今年度の総会や訓練の方針が示され

ますので、それを受けて森下会長・校長先生とご相談しながら今年度の計画を立てさせていただきたい

と思います。 

コロナ禍ではございますけれども、震災への備えは引き続き大事なことでございますので、松ノ木小

学校の児童のみなさんと地域の皆様の為に、ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。 

● 松ノ木小学校学校運営協議会 会長 髙瀬様ごあいさつ ● 

松ノ木小学校学校運営協議会会長の高瀬でございます。よろしくお願いいたします。 

先週のスポーツフェスティバル、校長先生もおっしゃっていましたが素晴らしいものでした。少し競

技を観させていただきましたが、５年生・６年生の徒競走はさすがに迫力があり、さらに男女混合でし

たので女の子が男の子に負けずに１位になる等、本当に白熱しておりました。いろいろな工夫がなされ

た大変素晴らしいフェスティバルだったと嬉しく思っております。 

また、私たちＣＳ（学校運営協議会）の活動内容はなかなか理解いただきにくいものだと思います

が、月に１回校長先生から学校のお話をいろいろお聞かせいただき、また何か課題があれば、こちらか

らも校長先生や区教育委員会にお話を申し上げるといった役割がございます。 

ＰＴＡについても、一緒にできれば非常にうまくいくこともあるかと考えていますので、どうぞ何な

りとお声をかけていただければと思っております。 

また皆様は大変な中でＰＴＡ活動をされている部分もあるかもしれませんが、ＰＴＡは民主的でとて

も大事な組織だと思いますので、大切にしながら頑張っていただけたらと思っております。私たちも一

緒にやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 
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● 松ノ木小学校学校支援本部 本部長 平戸様ごあいさつ ● 

皆様おはようございます。松ノ木小学校の学校支援本部（通称：松小ぷろっぷ）本部長の平戸と申し

ます。CS（学校運営協議会）の委員も兼務させていただいております。 

支援本部の業務で、一番身近に感じていただけるものとしては図書ボランティアがあります。図書掲

示板の装飾や読み聞かせなどをおこなっております。また、昨年度はほとんど活動ができなかったので

すが、放課後クラブ「すきっぷ」の運営もしておりました。今年度から放課後居場所事業が始まった関

係で、「すきっぷ」については解散となりました。地域の皆様にご協力いただき、専門的な技術を学べる

大変良い機会になっていたので残念ですが、時代の変化とともに見直す必要があり、廃止という結果に

なりました。 

その他には学校コーディネーターという業務もあります。先生方から“この時期にこういう講師を呼

んで欲しい”といった要望をヒアリングし、適切な人材を探して授業を組み立てていくという重大な役

目ではあるのですが、地域の保護者や卒業生のお母様などにご協力いただいて、面白い授業が実現でき

ております。 

今後も１年を通して活動してまいりますので、よろしくお願いします。 

また、一緒に図書ボランティアとして読み聞かせなどをやっていただける方を募集しておりますので、

よろしくお願いします。 

● 青少年委員 椎名様ごあいさつ ●  ※会長代読 

松ノ木中学校区松ノ木小学校を担当しております、青少年委員の椎名です。 

校長先生、副校長先生はじめ PTA の皆様には大変お世話になっております。 

今年度もコロナ禍ではありますが、懇談事業、ふれあいコンサートにご協力お願いします。 

日程等決まり次第ご連絡します。 

1 年間よろしくお願いします。 

運営委員会 は、 

＊ 校長先生・副校長先生 

＊ ＰＴＡ役員（9 名）※ 

＊ 各委員会の正副委員長（９名）  で構成された PTA 議決機関です。 

定例会議（運営委員会）を開催し、ＰＴＡ活動に関するさまざまなことを報告・

検討・決定し、運営委員会だより でＰＴＡ会員の皆様にお知らせしています。 

 
※通常は８名（令和３年度は分区長担当校であるため１名増員） 
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【１】ＰＴＡ活動報告                               

（１）活動日誌  下記日誌に基づき、３～６月の活動報告を行いました。（一部予定を含む） 

（２）主な活動の経過について 

① 保護者会での委員選出について 

上記日程で新年度最初の保護者会が開催され、保護者会終了後に各委員の選出を行いました。 

② 委員全体会 【4月28日開催】 ※5月13日付で報告書配布済み 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、委員会ごとの短縮開催といたしました。 

新委員向け各種説明・正副委員長の選出・旧正副委員長からの引継などが行われました。 

③ ＰＴＡ会費および保険料の集金について 

集金のお知らせを5月19日に配布、5月26日に集金を実施。役員・学年委員で対応しました。 

④ 松ノ木スポーツフェスティバル2021 【5月29日開催】 

子供の競技見学を優先するため、役員によるパトロールベスト・腕章の着用で対応しました。 

（広報委員は広報ベスト・腕章を着用しました） 

また、観覧マナーへのご協力ありがとうございました。 

月 日 ＰＴＡ活動 ★印は正副委員長対象

10 第4回運営委員会 新旧役員・旧★

12 松ノ木町会青年部会 会長・内副

15 　　　　【Ｐ協】運営委員会 会長・外副

18 第7分区親善大会引継ぎ 外副・PTAバレーボール部部長

19 松ノ木中学校　卒業式 　〔電報にて対応〕

25 松ノ木小学校　卒業式 旧役員

6 松ノ木小学校　入学式・始業式 役員

松ノ木中学校　入学式 　〔電報にて対応〕

大宮中学校　入学式 　〔電報にて対応〕

9 松ノ木町会青年部会 会長・内副

10 堀松梅宮青少年育成委員会 総会 担当役員

13,15,16 各学年保護者会 および委員選出 ★(学年・選考)

13 　　　　【Ｐ協】拡大役員会 新旧外副

15 　　　　【Ｐ協】新役員互選会・役員引継ぎ 旧外副

19 見守り隊 担当役員

20 　　　　【Ｐ協】運営委員会 新旧外副

28 委員全体会 および各委員会引継ぎ 役員・★

30 離任式 旧役員

10 見守り隊 担当役員

11 　　　　【Ｐ協】拡大役員会 新旧外副

12 　　　　【Ｐ協】第７分区 第１回代表者会議 会長・外副

ＰＴＡ活動セミナー（会計・テーマ研修） 会計・外副

松ノ木町会青年部会　⇒　中止 会長・内副

17 ＰＴＡ活動セミナー（学年・広報・役員） 役員　★(学年・広報)

18 ＰＴＡ活動セミナー（地域・選考） ★(地域・選考)

20 　　　　【Ｐ協】教育予算要望懇談会　※書面開催 新旧外副

21 第１回役員会 役員

ＰＴＡ会費集金日 役員・★(学年)

　　　　【Ｐ協】定期総会　※オンライン開催 新旧外副

29 松ノ木スポーツフェスティバル2021 役員・★(全委員)

25 地域教育連絡協議会 運営委員会　※書面開催 担当役員・★(地域）

--- ＰＴＡ保険説明会　⇒　今年度は中止 会計

2 第１回運営委員会 役員・★

7 見守り隊 担当役員

9 ＰＴＡ総会《書面開催》 役員・★

12 土曜授業　地域班顔合わせ ★(地域委員)

18 松ノ木町会青年部会 会長・内副

20 普通救命講習会　⇒　7/18に延期 担当役員

3

5

6

4

7

26

14
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（３）各委員会の活動報告 

学
年
委
員
会 

 

5/ 1～ ５年生見守りパトロール実施（～5/28） 

5/ 9 第１回学年委員会 

 ファミリーマートに挨拶 

5/10 学年活動についてのアンケートの提出（学校宛て） 

5/18 「見守りパトロール実施について」配布 

 ４年生見守りパトロールお知らせ配布 

5/26 ＰＴＡ会費集金手伝い 

今
後
の
予
定 

6/1～ 4 年生見守りパトロール実施予定（～6/30） 

6/12 名簿配布（1-1、1-2、3-1、3-2、5-1、5-2）  

 第２回学年委員会 

6/下旬 ３年生「見守りパトロールのお知らせ」の作成及び配布 

7/1～ ３年生見守りパトロール実施予定（～7/31） 

7/下旬 ２年生「見守りパトロールのお知らせ」の作成及び配布 

広
報
委
員
会 

 

4/28 委員会全体会、正副引継ぎ 

4/30 離任式取材 

5/ ８ 第１回広報委員会 

5/12～6/4 第 1 回広報紙掲載用教職員アンケート配布・回収 

     〃        写真撮影依頼（広報担当の先生へご協力いただいております） 

5/17 PTA セミナー参加 

5/29 松ノ木スポーツフェスティバル 2021 取材 

6/ 2 第１回運営委員会出席 

今
後
の
予
定 

6/ 7 児童委員会撮影 

6/12 クラブ活動、地域班顔合わせ取材 

6/19 第２回広報委員会 

6/下旬 校長先生、副校長先生、役員・各正副委員へ校正・チェック依頼 

7/上旬 広報紙第１号入稿 

7/中旬 広報紙第１号配布 

選
考
委
員
会 

 

4/28 前年度選考委員との引継ぎ 

5/ 7 正副委員長で話し合い 

5/15 第 1 回選考委員会 

5/17 「ＰＴＡ役員登録のお願い」配布（新１年生・転入生） 

 「事前調査書記入お願い」配布 

5/18 ＰＴＡ活動セミナー参加（副委員長） 

5/24 「ＰＴＡ役員登録のお願い」「事前調査書記入のお願い」回収 

5/25 「ＰＴＡ役員録のお願い」提出確認し、未提出者には催促する 

今
後
の
予
定 

6/ 2 第 1 回運営委員会 

6/12 第 2 回選考委員会 

 次年度登録者の確認（学年ごと） 

 事前調査書で特事の検討 

 「役員選考会のご案内」内容確認 

 「役員登録者のお知らせ」内容確認 

7/下旬 「役員登録者のお知らせ」配布 

地
域
委
員
会 

 

3/ 6 新正・副委員長選出・引き継ぎ 

4/ 6 新入生へ「地域班編成のお願い」配布 

4/ 7 在校生へ「地域班編成のお願い」配布 

4/12 地域班編成の半切れ回収・仕分け 

4/27 第一回地域委員会実施 

 ・各班の地域班名簿作成依頼 

 ・地域班会について説明 

4/28 松ノ木郵便局長へ挨拶 

5/18 ＰＴＡ活動セミナー参加（２名） 

5/20 「地域班顔合わせについてのご案内」配布 

今
後
の
予
定 

6/上旬 ラジオ体操縮小開催についての案内を実行委員の方へポスティング 

6/12 地域班会・班名簿配布・連絡メール配信【配布確認】 

7/10 第 2 回地域委員会（各班より「地域班会のまとめ」提出） 

7/上旬 ラジオ体操ポスター掲示 

7/19〜21 ラジオ体操実施 
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【２】令和３年度 運営方針及び活動報告（案）                             

 

（１）運営方針（スローガン） 

 

PTA としての原点に戻り、松ノ木小の子供たちを笑顔 

にすべく、子供たちのために、今何ができるのかを考え、

そして動く PTA を目指したいと思います。 

 

 

（２）ＰＴＡ活動計画（案） 

 

 

 

 

子供たちのために！ 

月

4 6日 入学式・始業式 6日 入学式

13,15,16日 保護者会 13,15,16日 保護者会

30日 離任式 28日 委員全体会

5 14,17,18日 ＰＴＡ活動セミナー

21日 役員会

2021 26日 ＰＴＡ会費集金

29日 松ノ木スポーツフェスティバル 29日 受付・巡回パトロール

6 2日 第１回運営委員会

12日 地域班顔合わせ 9日 ＰＴＡ総会（書面審議）

☆ 震災救援所連絡会総会

24日 役員会

7 6,8,9日 保護者会 10日 第2回運営委員会

16日 終業式 18日 普通救命講習会

---- 納涼祭　※今年度は中止

19～21日 ラジオ体操

8 27日 始業式

9 16日 役員会

16日 役員選考会

29日 第3回運営委員会

10 16日 道徳授業地区公開講座 16日 役員互選会

☆ 総合震災訓練（手伝い）

11 11日 役員会

20日 学芸会 24日 第4回運営委員会

12 2,3,7日 保護者会

4日 地域清掃 4日 家庭教育講座

24日 終業式

1 11日 始業式 11日 役員会

26日 第5回運営委員会

2 4日 新1年生保護者会 18日 役員会

3 1,3,4日 保護者会 2日 第6回運営委員会

24日 修了式

25日 卒業式

※新型コロナウイルス感染拡大防止対応により、予定が変更となる場合があります。

学校行事等 ＰＴＡ活動（案）

☆印の行事は、日程が決まり次第お知らせします。
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（３）各委員会の活動計画（案） 

委員会 活 動 計 画 

学年委員会 

●学年委員会の開催、学年活動 

●クラス連絡メール配信 

●委員全体会引継ぎ 

●近隣コンビニ（ファミリーマート）への挨拶 

●ＰＴＡ会費集金のお手伝い 

●見守りパトロールの準備と実施と管理（用具管理、洗濯含む） 

●見守りパトロールの改善の取組み（負担軽減） 

●次年度、各委員選出時の選考委員サポート 

●震災救援所訓練の参加（実施の場合） 

●第７分区専門委員会出席（実施の場合） 

●懇親会の実施（１年生以外は必要に応じて） 

広報委員会 
●広報紙発行 

●広報紙発行に向けた各取材、編集 

選考委員会 

●「PTA 役員登録のお願い」配布・回収 

●「事前調査書記入のお願い」配布・回収 

●「役員登録者のお知らせ」配布 

●「役員選考会のご案内」配布 

●役員選考会の話し合い（9 月中に選考会） 

●「互選会のご案内」配布 

●「新役員について」信任票の配布・回収 

●「新役員のお知らせ」配布 

●「次年度委員についてのお知らせ」配布 

●「PTA 各委員会 委員選出についてのお願い」配布・回収 

●次年度第１回保護者会における PTA 各委員選出の司会 

地域委員会 

●地域班編成の確認（4/12） 

●地域委員会 年 4 回（4/27，7/10，11/25，2〜3 月） 

●地域班会・班名簿配布・連絡メール配信【配布確認】（6/12） 

●ラジオ体操ポスター掲示（7 月上旬） 

●ラジオ体操実施（7/19〜7/21） 

●次年度地域委員選考（12〜1 月） 

 

 

 

【３】ＰＴＡ定期総会について                                

 

（１）ＰＴＡ定期総会（書面開催）の日程について 

今年度のＰＴＡ定期総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、昨年同様に書面開催と

いたします。開催のご案内・議案書・承認書は６月９日（水）に全ＰＴＡ会員に配布予定です。 

 

 

 

 

 

 

➢ なお総会の成立は会則によって定められており、定足数は会員世帯の5分の1、 

議決は出席者の過半数となります。（第９条） 

今年度は書面開催のため、提出の過半数で承認といたします。 

また会則の改正は、３分の２以上の賛成が必要となります。（第２７条） 

  

議案書・承認書 配布 ： 令和３年 ６月 ９日（水） 

承認書 回答締め切り ： 令和３年 ６月１６日（水）  

対象者        ： 松ノ木小ＰＴＡ会員 全員 

定期総会（書面開催） 日程 
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（２）総会の議事について 

①令和２年度活動報告・決算報告および会計監査報告  ⇒ 昨年度 確認済み 

②令和３年度ＰＴＡ体制及び運営方針・活動計画（案）    

③令和３年度予算（案）                 本運営委員会で承認されました 

④総会の提案事項（ＰＴＡ室のパソコン購入に関して）          （ ⇒ 総会での提案へ ） 

 

 

【４】お手伝い登録について                            

 

日程の関係上、松ノ木スポーツフェスティバル2021のお手伝いは事前募集を行いました。 

また、6月1日付で1年間のお手伝い内容を記載した「登録用紙」を配布しました。 

「登録用紙」回収後、集計・調整を行い、6月18日頃に「お手伝い登録一覧」を配布予定です。 

 

 

【５】各委員会より                                

 

（１）学年委員会より 

昨年度より試行している「見守りパトロール」について、学年委員会内で出ている意見を共有させて

いただきます。今年度の運営委員会で意見交換をさせていただきながら、さらに検討を進めていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いします。 

各委員会でも話し合っていただき、次回運営委員会でご意見などいただけますと助かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）選考委員会より 

①令和４年度役員選考会の招集対象について 

令和４年度の役員選出対象者が現段階でかなりの人数となっているため、コロナ禍での招集には不安

があります。よって改善策として、今年度に限り、任意の役員登録者である低学年（１～２年生）につ

いては、立候補者以外の招集を見送ることを提案させていただきます。 

スケジュールの関係上、本日、この改善策について承認をいただけたらと思っております。 

⇒ 本運営委員会で一部承認されました（対象者の選出方法など、詳細は後日相談の上決定します） 

  

②役員選考会において立候補者がいない（定員に満たない）場合のくじ引きの方法について 

現行では、「過去に役員・正副委員長の経験があるが免除期間が過ぎた人」も、「全くの未経験者」と同

時にくじ引きをおこなう運用になっていますが、今年度、くじ引きの順番を考慮するよう改善案の検討

を進めていきたいと考えています。 

 

 

学年委員会内の意見（昨年度からの申し送り） 

①見守りパトロールは登校時・下校時・公園の３パターンになっているが、巡回（犬の散歩・

子供の習い事への送迎・通勤など）を追加項目として入れてみるのはどうか。15 分くらい

を目安に家や駅からどの辺りを巡回したかと時間帯を記録表に記入する。 

②学校や警察から来た不審者情報や通学路内の工事など危ない箇所については、該当した地域

班などにも注意喚起を出してもらってはどうか。地域委員との連携が必要となることなの

で、簡単なことではないと思うが、内容検討が必要。 

今後、見守りパトロールの有効性を向上させるために、地域委員とも連携を取り、話し合い

をもてるようにしたい。 
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【６】各担当役員より                                

 

（１）普通救命講習会について 

 

 

 

 

 

こちらの講習への参加は任意ですが、参加資格が小学生以上のためお子様とのご参加も可能です。 

また、緊急事態宣言の延長に伴い、開催日が変更となりました。※今後も状況に応じて開催日時等

変更の可能性があります。 

後日配布されるお手紙をご確認の上お申し込みいただきますよう、よろしくお願いします。 

 

（２）コピー機・印刷機の備品について 

各委員会にて、トナー（コピー機）、マスター・インク（印刷機）などの備品を交換した際には、

役員まで必ずご連絡をお願いします。（在庫補充のため） 

 

（３）ＰＴＡで管理する名簿の記載内容について 

現状、各委員会ごとにそれぞれ名簿を作成・管理しています。今後は、個人情報保護など様々な観点

から、記載内容の整えや名簿の一本化などを進めていきたいと考えています。 

 

（４）納涼祭について 

今年度の納涼祭は中止となりましたので、お知らせいたします。 

 

（５）家庭教育講座について 

家庭教育講座は、松ノ木小学校学校運営協議会（ＣＳ）と松小ＰＴＡの共催による特別講座です。 

本日 CＳ委員の平戸様より、今年度の講座として 昨年度 1 月 23 日（土）に開催予定だった「コロ

ナ禍におけるストレスマネジメント講座」をご提案いただき、本運営委員会にて承認されました。 

詳細は、下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【７】今後の運営委員会の予定                                

 

７月 ７日（水） 第２回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

９月２９日（水） 第３回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

１１月２４日（水） 第４回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

１月２６日（水） 第５回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

３月 ２日（水） 第６回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

 

以 上 

日 時： 令和３年７月１８日（日） 

午前 9:30～午後１:30（9 時から受付を開始します） 

場 所： 松ノ木小学校（まつのきルーム） 

費 用： 無料 

日 程： 2021 年１２月４日（土）〈土曜授業公開日〉 

時 間： 午前 10:25〜11:55（90 分）予定 

テーマ： 「コロナ禍におけるストレスマネジメント」 

内 容： 「ストレスのセルフケア」やイライラをコントロールする「アンガーマネジメント」

を専門とする講師をお招きして、with コロナを楽しく、生き生きと生活できるヒン

トを貰う講座を企画しています。 


