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2022 年６月８日 

松ノ木小学校ＰＴＡ 

会長 樋口 美緒 

 

議事報告 《 第１回運営委員会 》 

令和４年５月２５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(７名)・正副委員長(８名) 

➢ 松ノ木小学校震災救援所 所長   内野様 

➢ 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   小林様・澁谷様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.1 

●●● 校長先生ごあいさつ ●●● 

おはようございます。はじめての PTA 運営員会、どうぞよろしくお願いいたします。５月も中旬にな

り、子供たちも本領発揮という時期なのですが、比較的落ち着いて学校生活を送っているという印象で

す。登校時間も安定しているし、あいさつも気持ちよく、ご家庭でしっかりと安心と安らぎを得てから

登校しているのがよくわかります。保護者の皆様に感謝です。 

さて、スポーツフェスティバルが今週末に迫りました。先ほどお話ししたように子供たちが落ち着い

ているので、学校全体がソワソワしたり、落ち着かなかったりすることは感じられません。どの学年

も、子供たちのやる気を大切にしながら本番に向けて準備を進めています。先生たちの指導の声もエキ

サイトしていないようです。当日は気温が高くなりそうなので、児童だけなく参観する保護者の皆様も

熱中症等に十分ご留意いただきたいと思います。保護者の皆様には、感染防止対策のため応援を該当学

年に限定するなどご不便をおかけいたします。また、当日に向けてお手伝いをいただくことが多くある

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

今、にわかに話題になっている運動中のマスクですが、いまのところ区から正式な方針は出されてい

ません。スポーツフェスティバルでは、競技中はマスクを外してもよい。応援の時はマスクをする。と

いう方針で進めます。保護者の皆様もその方針に準じていただければと思います。 

スポーツフェスティバルが終わると、１学期も後半戦。５年生の移動教室や低学年の遠足、水泳など

があります。どの学習も感染症対策を講じながら、子供たちにとってかけがえのない学習になるよう準

備してまいります。保護者の皆様の、引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。 

●●● 会長あいさつ ●●● 

本日はお忙しい中、ありがとうございます。 

新体制になってから、二ヶ月が経とうとしております。それぞれ引き継ぎを終えられている事と思いま

すが、集まる機会が減っているということもあり、ちょっとした連絡の行き違いや、LINE で業務連絡を

取り合う中でうまく伝わらなかったりという場面もありました。皆様お困りのことは一つ一つ解決出来て

おりますでしょうか。 

役員や各委員会みんなで協力しながら、円滑な運営をすすめていけたらと思っております。ご不満やご

指摘など、遠慮なく役員までお伝えください。引き続き、宜しくお願いいたします。 
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●●● 副校長先生ごあいさつ ●●● 

おはようございます。５月２日から運用をはじめたオンラインシステムによる欠席・遅刻の連絡はいか

がでしょうか。何かありましたら、お知らせください。 

いよいよ今週の土曜日はスポーツフェスティバルです。役員の方々の見回り等の協力を得て、子供たち

の今までの練習の成果があらわれるような会にして参ります。 

また、スポーツフェスティバル、6 月 3 日の 1・2 年の遠足、6 月 10 日の 4 年生の社会科見学、6

月 13 日からの 5 年生の富士学園など行事が続きます。新型コロナウイルス感染症が拡大している状況で

はありませんが、当日の朝に、保護者の皆様にはお子さんの健康観察をしっかり行っていただき、登校す

るようお願いします。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

●●● 松ノ木小学校震災救援所 所長 内野様ごあいさつ ●●● 

今年度から松ノ木小学校の震災救援所長を務めさせていただきます内野と申します。教育委員会事務局

学務課保健給食係というところで仕事をしています。震災救援所については、これまでいろんな学校の所

員として活動してきて、所長は初めてですが、松ノ木中学校と合同で訓練されている皆様のお力になれる

よう所長として務めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

●●● 松小ぷろっぷ（松ノ木小学校学校支援本部 本部長 平戸様ごあいさつ ●●● 

はじめまして。松ノ木小学校学校支援本部長の平戸香代です。ＣＳも兼務しています。子供は長女が 19

歳、次女が高校 1 年生で、二人とも松ノ木小学校でのびのびと過ごしました。 

 支援本部は何をやっている組織なのか簡単に説明します。まず目につくところでは、正面玄関入って右

の図書を紹介する掲示板です。図書ボランティアという、地域や保護者で形成するチームで月一回活動し

ています。図書ボランティアは朝の読み聞かせもやっています。残念ながら読み聞かせは、今は動画で配

信という形を取っていますが、どちらの活動も子供たちにもっと本に親しんでもらう事が目的です。本を

沢山読むことは、のちの学習にもつながっていく大切なことだと考えて活動しています。 

目に見えない活動としては、学校コーディネーターという活動です。こちらは担任の先生とお話して、

授業をより豊かなものにするために、ゲストティーチャー等を探したりする事業です。 

 よく、同級生だったお母さんに「まだ松小に関わっているの？？」と言われます。私がまだ保護者だっ

た時、同じような立場の方がいらっしゃいました。子供たちはもう成人しているけれど、松小の子供たち

のために活動を続けてきてくれていました。純粋に我が子だけではない、地域の子供の成長を見守ってく

れていました。今度は私の番である、と思って活動しています。今後ともよろしくお願いします。 
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●●● 青少年委員 小林様・澁谷様ごあいさつ ●●● 

本日はこのような場を設けていただきありがとうございます。令和 4 年・5 年度松ノ木小松ノ木中担当

青少年委員・小林と、堀小松ノ木中担当青少年委員・澁谷です。 

 青少年委員の活動は主に二つあります。各学校区ごとに地域教育連絡協議会、略して地教連があります。

これは、保護者である PTA の会長さん・副会長さん、地域委員会の正副委員長さん、町内会の会長さんや

児童館の館長さん、民生児童委員の方々、そして校長先生・副校長先生が中心となって、この地域の教育

力を高め、子供たちの「生きる力」をはぐくむ環境づくりを目指し、懇談や子供主体の事業に取り組む組

織です。青少年委員は、この地教連の事務局として、懇談事業の企画・実施をして、保護者の皆様と地域

の方々、そして先生方をつなぐ役割を担っています。懇談事業とは、保護者の皆様、地域の方々、学校の

先生方に顔見知りになっていただく、校長先生から学校や子供たちの様子をお話していただく、講師を呼

んで勉強をする、そのような取り組みのことです。これが一つ目の活動です。 

 もう一つの活動は、子ども地域活動促進事業、子供たちが主体となった活動の支援をしています。20 年

以上にわたり松ノ木中学校で開催されているふれあいコンサートがこれに当たります。松ノ木小学校から

は 5 年生が合奏や合唱を披露してコンサートを盛り上げています。PTA の役員さん、地域委員会の正副

委員長さんに、お手伝いをお願いしたいです。今年も生徒が主体となり 12 月 3 日の開催にむけて計画を

進めていく予定です。こんなことをやってみたい、こうしたら盛り上がるのではないか、子供たちのわく

わくする気持ちに寄り添い、大人同士が協力しながら、人とつながる喜びや人と関わることの大切さを感

じられる、そんな場になったら良いなと思っています。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 ●●● 

高瀬と申します。よろしくお願いいたします。松ノ木小学校運営協議会（CS）というのは 11 年目にな

ったのですが、皆様にご理解いただけていますでしょうか。地域と学校、PTA それぞれの橋渡し役が CS

の役割です。学校の色んな教育方針を校長先生にお伺いし、会議にて意見をお伝えさせて頂くことが仕事

になっております。その中で、学校からの配信が PTA に伝わっていない部分があるのではないかと反省

もあり、今後 CS 主催で PTA、学校と、コロナに配慮しながらまちカフェ的なリラックスした会議の場を

もてればいいなと考えております。 

PTA については、かつて PTA の母として活動していたこともあり、大事な組織だと実感しております。

杉並区内には PTA の無い中学校が一校あります。保護者会としての活動はありますが学校の下部組織に

なってしまうため、先生たちと対等に意見を交わしていける民主的な組織の PTA にて、いろんな課題を

声に出して解決していけることが、皆様自身のモチベーションにつながるのではないでしょうか。頑張っ

てください。 

運営委員会 は、 

＊ 校長先生・副校長先生 

＊ ＰＴＡ役員（８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。 
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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） 

 

月 日 ＰＴＡ活動 ★印は正副委員長対象 

3 

2 第 6 回運営委員会 新旧役員・旧★ 

9     【Ｐ協】運営委員会 会長・外副 

11 松ノ木町会青年部会 会長・内副 

18 松ノ木中学校 卒業式  〔電報にて対応〕 

18 大宮中学校 卒業式  〔電報にて対応〕 

25 松ノ木小学校 卒業式 旧役員 

4 

6 松ノ木小学校 入学式・始業式 役員 

7 松ノ木中学校 入学式 会長 

7 大宮中学校 入学式  〔電報にて対応〕 

８ 松ノ木町会青年部会 会長・内副 

12,14,15 各学年保護者会 および委員選出 ★(学年・選考) 

21     【Ｐ協】新役員互選会・役員引継ぎ 旧・新外副 

21     【Ｐ協】運営委員会 新旧外副 

23 第１回役員会 役員 

27 委員全体会 および各委員会引継ぎ 役員・★ 

27 見守り隊 担当役員 

28 離任式 旧役員 

５ 

10     【Ｐ協】拡大役員会 新旧外副 

11 第２回役員会 役員 

12 ＰＴＡ保険セミナー 会計 

13 松ノ木町会青年部会 会長・内副 

14 堀松梅宮青少年育成委員会 総会 担当役員 

17 【Ｐ協】教育予算要望懇談会  新旧外副 

18 見守り隊 担当役員 

18 第３回役員会 役員 

23 ＰＴＡ活動セミナー 各校文化委員 

24 ＰＴＡ活動セミナー（学年・広報・選考・書記） 役員・★(学年・広報・選考) 

25 ＰＴＡ活動セミナー（会長副会長・地域・会計） 役員・★(地域) 

25 第１回運営委員会 役員・★ 

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） 

26 ＰＴＡ会費集金日 役員・学年・旧役員 

28 松ノ木スポーツフェスティバル 2022 役員 

30     【Ｐ協】定期総会 新旧外副 

６ 

８ ＰＴＡ総会《書面開催》 役員・★ 

10 松ノ木町会青年部会 会長・内副 

18 土曜授業 地域班顔合わせ ★(地域委員) 

19 成三町会会議 担当役員・地域 6・7 班班長 

22 第 1 回地域教育懇談事業 会長・内副・★(地域) 

22 見守り隊 担当役員 

--- 震災救援所連絡会総会   
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（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 

４月上旬に新年度最初の保護者会が開催され、学年・広報・選考委員の選出を行いました。（地域

委員は昨年度中に選出済み）。 

② 委員全体会 【【4月2７日開催】 ※5月11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、２部制で開催いたしました。新委員向け各種ルール

説明・各委員会正副委員長の選出・旧正副委員長からの引継ぎなどが行われました。（地域正副委

員長は昨年度中に選出、および引継ぎ済み） 

③ ＰＴＡ会費および保険料の集金について 

集金についてのお知らせを5月19日に配布、5月26日に集金を実施し、役員、学年委員、旧役員

で対応いたしました。 

④ 松ノ木スポーツフェスティバル2022 【5月2８日開催】 

今年度の運動会パトロールは、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・

腕章の着用で対応いたしました。（広報委員は取材のため、広報ベスト・腕章を着用） 

 

 

（３）各委員会の活動報告 

学
年
委
員
会 

 

4/1～   6 年生 PTA パトロール実施（～5/31） 

      名簿作成のためクラス内個人情報収集作業（～5/13） 

4/27   委員全体会、正副委員長引き継ぎ 

4/28    「PTA パトロールのお知らせ」作成・印刷 

4/29   地域班未提出者のアドレスを提出（地域委員より依頼） 

4/30   第１回 学年委員会 

5/2    「PTA パトロールのお知らせ」全児童への配布 

5/6      ファミリーマートに挨拶（正副委員長） 

       ※5/5 店長さん不在のため 5/6 に変更 

      地域班未提出者へメール送信（地域委員より依頼） 

～5/13  各クラス名簿 作成・収集作業、役員（会計）へ提出 

5/16   5 年生「PTA パトロールのお知らせ」作成及び配布、メール配信 

5/19・20 集金に関するメール配信(役員(会計)より依頼) 

5/23      役員に関するお手紙についてのメール配信(選考委員長より依頼) 

5/24   6 年生 PTA パトロール終了前メール配信 

今
後
の
予
定 

5/25   第 1 回運営委員会 

      集金に関するメール配信(役員(会計)より依頼) 

5/26   PTA 会費集金お手伝い参加 

5/31   6 年生 PTA パトロール終了、集計作業 

6/1～   5 年生 PTA パトロール実施予定(～7/31） 

6/上旬   PTA 総会出席（書面開催予定） 

6/18   名簿配布（1-1、1-2、1-3、3-1、3-2、5-1、5-2） 

6/18   第 2 回学年委員会 

広
報
委
員
会 

 

4/27   委員全体会、引き継ぎ 

5/14    第 1 回広報委員会 

5/16     校長・副校長先生へ取材依頼 

5/17     特別授業取材 

5/25     運営委員会取材 

5/25     学校教職員へ取材 
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今
後
の
予
定 

5/26   校長先生、副校長先生インタビュー 

5/28     スポーツフェスティバル取材 

6/13     移動教室出発式取材 

6/14     特別授業取材 

6/18     地域班活動取材 

６/18     第２回広報委員会 

７/16     配布作業 

７/20     発行 

選
考
委
員
会 

 

4/27    前年度選考委員との引継ぎ 

５/2     正副委員長で話し合い 

５/7     第 1 回選考委員会 

5/18   「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 

5/24    PTA 活動セミナーZOOM 参加 

5/24    「PTA 役員登録のお願い」「事前調査書記入のお願い」 

            回収 

今
後
の
予
定 

5/25～  「PTA 役員登録のお願い」提出確認し、未提出者には催促する(学年ごと) 

6/25       第 2 回選考委員会 

            次年度登録者の確認（学年ごと） 

            事前調査書の検討 

          「役員選考会のご案内」内容確認・印刷作業 

           「役員登録者のお知らせ」内容確認・印刷作業 

7 月中旬  「役員登録者のお知らせ」配布 

地
域
委
員
会 

 

4 月 地域担当先生（堀友先生、松田先生、佐藤先生）へご挨拶 

 松ノ木町会長 小川さんへご挨拶 

 地域委員会① 議事次第の作成 

4/13   「地域班編成のお願い」全児童への配布、回収 

5/14 地域委員会① 

今
後
の
予
定 

５月    「地域班顔合わせについてのご案内」配布 

      松ノ木郵便局長へのご挨拶 

6/18 地域班集会（地域班名簿配布） 

6/19 成三町会会議 

6/22 第 1 回地域教育懇談事業 

7/9 地域委員会② 

7/21-23 ラジオ体操 

 

 

【２】検討承認事項                             

（１） 令和４年度運営方針及び活動計画（案）について 

①  運営方針（スローガン） 

 

コロナ禍による新しい生活の中で、学校、ご家庭、地域とつながりながら、

子供たちが豊かな心を育んでいけるような活動を考えていきたいと思います。 

 

 

 

 

たのしもう はぐくもう つなげよう 
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② 活動計画（案） 

 

（２）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 

●委員全体会引き継ぎ 

●近隣コンビニ（ファミリーマート）への挨拶（5/5 正・副委員長） 

●PTA会費集金のお手伝い（5/26） 

●PTAパトロールの準備・実施・管理 

（Googleフォームを活用したPTAパトロール運営の試行） 

●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 
●広報紙の発行（年２～３回） 

●各行事への取材、撮影、編集作業 

●取材先、配布先への依頼、挨拶 

月 学校行事等

4 6日 入学式・始業式 6日 入学式

12,14,15日 保護者会 12,14,15日 保護者会

28日 離任式 23日 役員会

27日 委員全体会

5 11日 役員会

18日 役員会

23,24,25日 ＰＴＡ活動セミナー

25日 第１回運営委員会

26日 ＰＴＡ会費集金

28日 松ノ木スポーツフェスティバル 28日 松ノ木スポーツフェスティバル（パトロール）

6 18日 地域班顔合わせ、道徳地区公開 17日 ＰＴＡ総会（書面審議）

講座 22日 第1回地域教育懇談事業

☆ 震災救援所連絡会総会

7 3日 普通救命講習会

5,7,8日 保護者会 6日 第2回運営委員会

20日 終業式 23,24日 納涼祭（松ノ木中学校）

21～23日 ラジオ体操 21～23日 ラジオ体操

8

9 1日 始業式 14日 第3回運営委員会

10 ☆ 役員選考会

☆ 総合震災訓練（手伝い）

11 ☆ 役員互選会

19日 音楽会 30日 第4回運営委員会

12 1,2,6日 保護者会

3日 地域清掃

23日 終業式

1 10日 始業式 18日 第5回運営委員会

2 10日 新1年生保護者会

25日 作品展覧会

3 2,3,7日 保護者会 8日 第6回運営委員会

23日 修了式

24日 卒業式

　　　☆印の行事の日程は追って連絡します。

　　　役員会は、6月以降については必要に応じて開催いたします。

　　　※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。

ＰＴＡ活動（案）

10月15日に決定
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委員会 活 動 計 画 

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（10 月上旬に選考会） 

●「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 

●「地域班編成のお願い」全児童への配布、回収（4/13） 

●地域委員会年 4 回（5/14，7/9，11/26，2～3 月） 

●「地域班顔合わせについてのご案内」配布（5 月中） 

●松ノ木郵便局長へのご挨拶（5 月中） 

●地域班集会（6/18 地域班名簿配布） 

●ラジオ体操ポスター掲示（7 月上旬）  

●ラジオ体操（7/21〜7/23） 

●ピーポーくん回収・現状確認（10,11 月） 

●ふれあいコンサート手伝い（11 月） 

●安全マップ作成(12 月) 

●次年度地域委員選考（12～1 月） 

 

 

（２） ＰＴＡ定期総会について 

①ＰＴＡ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。詳細は、下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

➢ 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。 
また会則等の改正は、３分の２以上の賛成が必要となります。（第２８条） 

 

②総会の議案について 

(1)令和３年度活動報告              ⇒ 昨年度 確認済み 

(2)決算報告および会計監査報告          ⇒ 昨年度 確認済み 

(3)令和４年度ＰＴＡ体制及び運営方針・活動計画（案）    

(4)備品（ＰＴＡ室のプリンター）の購入に関して     

(5)令和４年度予算（案）について           

(3)～(5)については本運営委員会で承認され、上記５議案が定期総会の議決事項として提案されるこ

とが確認されました。 

 

 

 

 

  

議案配布 ： 令和４年 ６月 ８日（水）開催通知・議案書配布 

回答締切 ： 令和４年 ６月１７日（金）総会日 

対  象 ： 松ノ木小ＰＴＡ会員全員 

定期総会（書面開催） 日程 
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（３） 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2022のお手伝いは事前募集を行いました。また、6月

1日に今年度のお手伝い内容を記載した「登録票」を配布しました。必要事項に記入していただいた登録

票を回収後、人数配置調整を行い、６月中に「お手伝い登録一覧」を配布します。なお、今までは全学年

分の一覧を配布していましたが、個人情報保護の観点から、クラスごとの配布に変更する予定です。 

 

【３】各委員会より                                

 

① 選考委員会より 

・役員選考会：10月上旬、互選会：11月上旬開催予定。 

➡具体的な日程については、次回の運営委員会にて提案予定。 

・配布資料「役員について」「PTA役員・選出の留意点」「役員選考登録・委員選出の仕組み」について 

毎年同じ内容のものを配布（約500枚：今年度は既に紙面にて配布済）していますが、役員選出など

のルールに内容変更がない場合は、QRコードを添付し各自で読んでいただく形（紙での配布を希望す

る方には個別対応）に変更を検討。 

 ➡次回の運営委員会にて再度議論し、来年の委員選出時までに検討。 

 

【４】各担当役員からの報告                              

 

（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となりますが、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、詳細については先日配布しましたお手紙をご確認ください。皆様のご参加をお待ちしてお

ります。 

 

（２）コピー機・印刷機で使用する消耗品（トナー・インク等）について 

・トナー及びマスター・インクを交換した時や、用紙の在庫が少ない（１箱を切っている）場合は、運営

委員会のラインにて会計までご連絡ください。 

・使用済みトナーはメーカーに回収してもらうため、使用済みとわかるように紙に書いて貼って、ゴミ箱

横に置いておいてください。 

・使用済みマスター・インクは可燃ごみとして、ゴミ箱に捨てて下さい。 

 

（３）職員室前のレターボックスにポスティングする配布物について 

・児童に配布される日は、ポスティングした当日とは限りません。ご注意ください。 

・ポスティングする配布物の帯は、中身が抜け落ちないようにしっかり付けてください。 

 

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

７月 6 日（水）第２回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

９月 14 日（水）第３回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

１１月 30 日（水）第４回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

１月 18 日（水）第５回運営委員会  9：30～ 於：まつのきルーム 

３月 8 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４年７月３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（1 階まつのきルーム） 

費 用： 無料 


