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平成 28 年 5 月 21 日 
保護者の皆様

つくば AZUMA 学園 
つくば市立吾妻小学校 PTA 会長 山中 美穂 
つくば市立吾妻小学校校長  矢口 和子

吾妻小学校 PTA 第 1 回運営委員会だより 

平素は、PTA 活動および学校行事の運営に御協力をいただき誠に有難うございます。 
第 1 回運営委員会を実施しましたので、その議事内容などをお知らせします。 

日時 ： 平成 28 年 5 月 14 日（土）10:00～11：30 
場所 ： 吾妻小学校 会議室

出席者 ： 吾妻小教員（校長、教頭、教務主任）

本部役員（会長、副会長２名、書記２名、会計２名）

専門委員会代表：役員選考委員会（２名）学年委員会（２名）広報委員会（１名）

地区委員会（２名）安全委員会（１名）体育推進委員会（２名）

ホームページ委員会（１名）

特別委員会：家庭教育学級委員会（１名）特別支援委員会（１名） 

１．活動カレンダー

1.1. 本部 
5/6      県南Ｐ連絡会役員会(土浦一中公民館) 
5/7      つくば市Ｐ連絡会総会(つくば市山水亭) 
5/9      第一回本部役員会 
5/11    学校防災連絡会議準備会 
5/12    つくば市警察署を安全委員会と訪問 
5/13    防災キャンプ打ち合わせ(吾妻小学校)  
5/14    第一回運営委員会 
5/15    県南Ｐ連絡会総会(土浦市ホテルマロウド) 

1.2. 役員選考委員会 
4/23 全体委員会出席（役員決め） 

1.3. 学年委員会 
4/23 第一回学年委員会開催（懇談会、奉仕作業の運営について 他） 
4/29 学年懇談会、学級懇談会運営 
5/6   奉仕作業のお知らせ印刷・配布（全学年） 
5/14 奉仕作業実施（2、4、6 学年） 

1.4. 広報委員会 
4/29 第一回広報委員会開催（広報誌「あづま」第 85 号に向けての役割分担、今後の進め方の確認） 

 ・PTA 総会後、本部役員写真撮影、校長先生、教頭先生、PTA 会長へ原稿依頼、水挽先生への 
連絡方法確認、先生紹介文の原稿依頼

1.5. 地区委員会 
2/13    第一回地区委員会（新旧委員引継ぎ） 
3/16   お知らせを配布(新一年生は 4/7) 「春の交通安全指導及び通学班編成」「地区員会連絡窓口」 
4/6～12 春の交通安全指導 
4/8 通学班編成立ち合い 
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4/23 第 2回地区委員会 春の交通安全指導、通学班編成立ち合いの報告 

1.6. 安全委員会 

4/23 全体委員会後、役割分担、新旧各担当者引継ぎ  

4/29 第一回安全委員会（引継ぎ状況を確認） 

   5/12    警察署への挨拶（稲葉、土岐、稲村、小中 PTA会長） 

1.7. 地域交流委員会  

4/28 第一回地域交流委員会 

1.8. 体育推進委員会 

4/28    第一回体育推進委員会（運動会 PTA種目、普通救命講習、夏休みプールについて） 

5/10    お知らせを配布(全学年)   「PTA種目参加募集」 

5/18    お知らせを配布(全学年)   「普通救命講習参加募集」 

1.9. ホームページ委員会 

4/23 第一回ホームページ委員会（役員決め、引継ぎ） 

随時   ホームページを更新 

1.10. 家庭教育学級委員会 

1/14    第一回家庭教育学級委員会（年間計画策定） 

4/13    ご案内を配布 「平成 28年度家庭教育学級開級」「第 1回講座」「第 2回講座」 

4/29 PTA総会後、家庭教育学級の意義と今年度の内容を説明 

1.11. 特別支援委員会 

5/19  第一回保護者会 

2. 報告事項および協議事項

2.1 本部 

・ PTA総会議事録および運営委員会だよりの印刷紙配布の廃止および HP掲載形式への移行【協議】 

「PTA 総会議事録」「運営委員会だより」は、昨年度より吾妻小 HP に掲載し、印刷紙配布も併せて 

行っていた。しかし今年度より、環境に配慮した省資源化の試みおよび利便性の向上を目的として、

印刷紙配布の廃止し、HP 掲載のみの形式をとりたい。また、これらが HP に掲載される時に、学校を

通して保護者にメールでお知らせが届く仕組みをつくってはどうか。 

→ 承認された 

・ 自宅プリンタを利用した場合の清算方法【協議】 

本部および各委員会にて自宅で打合せ用資料などをプリントすることがあるが、個人負担になって

いるのが現状。今後は PTA の運営費として清算をしてはどうか。さまざまなメーカーのプリンタのイ

ンク代を検討した結果、妥当な金額として一律 10円/1面（A4）にしたい。 

→ 承認された。 

・ 環境整備費（研究発表 5万補正）【協議】 

今年度、吾妻小学校で開催される研究発表会において、小中一貫校の特色を強める環境整備を行い

たい。そのため、予備費に計上した防災事業関連費予算 5万円を環境整備費として補正したい。 

→ 承認された。 

・ 規約(第 2章 会員)の改正【協議】 

2016年 PTA総会での意見に基づき、吾妻中学校 PTA本部と規約の内容を検討したい。 

→ 承認された。 

・ PTA組織の見直し・検討【協議】 

委員数の最適化及び委員会の活動内容について検討を行うこととした。各委員会における必須およ

び追加すべき活動、人数の過不足について情報をまとめてもらうことにした。その情報を元に次回運
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営委員会にて議論したい。その内容を、小中パートナーシップ協定をもとに吾妻中学 PTA 本部と検討

したい。 

→（各委員会）各委員会において持ち帰り回答する。 

・ 小中のパートナーシップ協定見直し・検討【協議】 

小中一貫校として連携・協働するために組織の見直しを検討したい。 

→ 承認された。 

2.2  広報委員会 

・ PTA本部と各委員会へ、広報記事になる活動記事および写真の提供依頼があった【報告】 

2.3 地区委員会 

・ 細則の地区ブロックの地区の範囲の追加【協議】 

「デュオヒルズつくばエンブレム」建設中の為、来年度の募集までに 1ブロックに追加して 

もらいたい。 

→ 承認された。 

・ 交通安全指導【報告】 

路肩に寄らず他の通行車の妨げになっている車があった。また、横断歩道付近に停車した送迎車の

発進時に信号待ちの車と様子を見合って発進していたため、危ないと感じた。 

→ 5/13学校から手紙「児童の登下校における自動車での送迎について(お願い)」を配布済み 

2.4 安全委員会 

・ PTA委員数の適正化及び活動内容の見直しの実施【報告】 

   昨年度の PTA活動において、安全委員会の委員数の適正化および活動内容の見直しが実施された。 

本年度の活動は、委員数および活動内容が削減された内容で引継ぎが実施された。 

＜変更＞ 

・委員数：本年度 6名（昨年度 9名） 

・安全講習会：休止（安全委員数削減中は休止し、委員数が増えた場合は復活する可能性あり） 

・安全マップ作成／こどもを守る 110番の家：隔年で実施し、本年度は安全マップ作成した。 

＜継続＞ 

・パトロールシートの協力者の継続と新規募集 

・夏休み防犯パトロール 

3. 本部からの連絡事項

・ 各委員会へ活動費を配布

・ PTA茨城大会への参加：10月 21、22日 水戸（県民文化センター）

・ PTA茨城大会の第一次案内を各委員会に配布

・ 次の資料を回覧

関東ブロック茨城大会案内、日本 PTA第 350号、つくば市 PTA連絡協議会総会資料、 

茨城県メディア教育指導員案内、いばたべ通信第 1号、第 4号 

4. 学校からの連絡事項

・ AZUMA学園の名称変更

つくば市が全国に先駆けて行ってきた小中一貫教育だが、この 4 月より国として小中一貫教育を推

進するための法整備が行われた。この度の大きな変更内容は「義務教育学校」の設置である。つくば

市では、春日学園が「義務教育学校」となったが、他の 14 学園もそれに準ずる「小中一貫型小学校・

中学校」となる。これにより、14学園の小中学校の校名も改定することになった。 

これまでの正式な名称は「つくば市立吾妻小学校」であり、通称「つくば AZUMA 学園つくば市立

吾妻小学校」としてきた。小中一貫校としての新しい校名は、学園名とこれまでの学校名を合わせる

形となる。漢字表記の「吾妻」とローマ字表記の「AZUMA」や「つくば」が重複している。そこで、

これまでの漢字表記の吾妻を大切にしたいという意向から「つくば市立吾妻学園小学校」に名称を変
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更したいと考えている。同様に、中学校は「つくば市立吾妻学園中学校」である。保護者の皆様に 

ご理解をいただけるよう進めていきたい。  

・ 職員トイレ脇にて PTA掲示コーナーを設置 

（掲示内容）運営委員会だより、運営委員会回覧資料、PTA総会資料、学校長承諾書類 など 

・ 車送迎における道路交通法の遵守および駐車場の利用 

保護者へ手紙を配布したが、PTA委員会の皆様からも保護者に発信してほしい。 

・ 熊本地震災害支援の募金活動報告 

吾妻小学校における募金活動では、総額 96,698 円の寄付金が集まった。AZUMA 学園として中学校

と協働し、企画・福祉委員会を通して寄付をすることになっている。どのような形で届けるかは、 

これから検討する。 

5. その他

小中合同懇親会（6、12月開催）

6. 運営委員会日程

第 2回運営委員会 7月 2日（土）午前 9時～11時 ＊発言用紙の提出期限 6月 22日（水）

第 3回運営委員会 9月 24日（土）午前 10時～12時

第 4回運営委員会 11月 12日（土）午前 9時～11時

第 5回運営委員会 2月 4日（土）午前 9時～11時

運営委員会は原則 9時開始だが、奉仕作業のある日は 10時開始とする。

PTA 本部からのお知らせ 

吾妻小 PTAでは、本部および各種委員会の活動を会員の皆さんに連絡、周知することを目的に 

ホームページを開設しています。今後随時、各種情報をホームページに掲載していきますので、 

是非ご覧下さい。 

吾妻小学校 PTA ホームページ： http://www.azuma-pta.com/ 

また、PTA本部への連絡は E-mail：2016azumaes.pta@azumaes.sakura.ne.jp 

平成 28 年度の PTA 活動に関しての審議などを行う運営委員会の開催予定は、次の通りです。 

第 1 回：5/14(土)、第 2 回：7/2(土) 、第 3 回：9/24(土)、第 4 回：11/12(土)、第 5 回：H29/2/4(土) 

平成 28 年度 PTA 本部役員および会計監査 

会 長 山中 美穂 (3-1) 

副会長 五十嵐 綾子 (1-1，3-2)、 大脇 温子(6-1) 

書 記 伊東 希 (1-2，5-2)、上口 美和子 (1-2，3-2)  

会 計 中島 有里江 (3-2，4-1)、伊藤 圭子 (5-2) 

会計監査 川崎 レスリー (6-1)、土屋 美佐子 (2-3，6-3) 




