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平成２９年６月１日	

保護者の皆様	

	

つくば市立吾妻学園小学校 PTA 会長	 関口	 哲郎	

つくば市立吾妻学園小学校校長		 	 	遠藤	 知昭	

              

吾妻学園小学校 PTA 平成２９年度第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ご協力をいただき誠にありがとうございます。平成29年度第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いたします。	

 
日時 ： 平成 29年 5月 20日（土）10:00～12:00 
場所 ： 吾妻学園小学校	 会議室 
出席者 ： 吾妻学園小教員（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（2名）、地区委員会（2名）、 
     安全委員会（2名）、地域交流委員会（1名）、体育推進委員会（2名）、 
     ホームページ委員会（1名） 
  特別委員会代表：家庭教育学級委員会（1名）、特別支援委員会（1名） 
  
議事 

1. 校長先生挨拶 

・	 奉仕作業にご参加いただき、ありがとうございました。	

・	 運動会の練習が始まり、活気のある学校生活を送っています。欠席が少なく、学校生活を楽しく過ごして

いるのではと推測しています。	

・	 5 月 1 日、雷雨による緊急引き渡しがありました。保護者の皆様のご協力に感謝します。幾つか課題が明

らかになりましたので解消を目指します。今後もゲリラ豪雨等の悪天候による引き渡しがあるかもしれ

ません。ご協力をお願いします。	

・	 運動会の練習が始まりました。すばらしい演技をするために一所懸命練習を行っています。熱中症対策

などには細心の注意を払います。子供達への声援をお願いします。	

 
2. 会長挨拶 

・	 暑い中での奉仕作業、お疲れ様でした。運動会の前日と当日の準備作業、ご協力をよろしくお願いしま

す。	

・	 今年度の本部の方針をお話しします。PTA による各活動が子供たちのためになっているかを今一度考え

て、各活動を行いたいと考えています。皆様にもこのような心構えで活動を行って欲しいと考えていま

す。児童の数が減って会員数も減っており、会員の負担が増えています。委員会運営等でお困りのこと

は何でも本部にご相談ください。課題は共に解消していきたいと考えています。本部としては皆様の負

担が減る仕組みを考えていきます。	

・	 いつでも気軽に楽しく PTA 活動ができる、そのような組織を目指していきます。子供の目線にたって、

会員同士が協力して活動できるようにしていきたいと考えています。	

 
3. 活動カレンダー 

3.1 本部 

4/27  つくば市警察署訪問(小中の会長と安全委員長)  
4/28	 平成 29年度 PTA総会議事録の公開 
5/6 	 つくば市Ｐ連総会(つくば市山水亭) 
5/10	 平成 29年度 PTA本部役員及び各委員名簿の配付 
5/10	 「平成 29年度諸費用の銀行口座引き落とし」の配付 
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5/17	 第 1回本部役員会 
5/20	 第 1回運営委員会 

 
3.2 学年委員会 

4/8	  第１回学年委員会開催（懇談会、奉仕作業の運営について 他） 
4/15	 学年懇談会、学級懇談会運営 
5/2	  奉仕作業のお知らせ印刷（全学年） 
5/8	  奉仕作業のお知らせ配付（全学年） 
5/20	 奉仕作業実施（2、4、6学年） 

 
3.3 広報委員会 

4/15	  授業参観、本部役員写真、先生個人写真の撮影 
 	 	 校長先生、教頭先生、教務主任先生、PTA会長に原稿依頼 
 	 	 第 1回広報委員会	 	  
4/20	  登校風景、先生個人写真の撮影、先生紹介文及びクラブ紹介文の原稿用紙印刷、原稿依頼 
 	 	  

3.4 地区委員会 

2/18 第 1回地区委員会（引継ぎ） 
3/2 「転居届け提出のお願い」配付 
3/16 「春の交通安全指導および通学班編成のお知らせ」「地区委員会連絡窓口について」を配付（新 1年

生向けは 4/7配付） 
4/6～12 	 春の交通安全指導 
4/8 全体委員会出席、第 2回地区委員会（各ブロックの規模の確認、メーリングリストによる春の交通

安全指導および通学班編成の報告・反省） 
4/10 通学班編成立合い 

 
3.5 安全委員会 

4/8	 	 全体委員会後、役割分担、新旧各担当者での引継ぎ 
4/27	  警察署への挨拶（小中 PTA会長、小中安全委員長の 4名） 
4/27   吾妻中学校安全委員長との打ち合わせ 
4/30	  第 1回安全委員会 

 
3.6 地域交流委員会   

 4/23	  第 1回吾妻まつり実行委員会 
 
3.7 体育推進委員会 

4/8	 	 全体委員会後、自己紹介、役割分担、新旧各担当者での引き継ぎ 
4/15	  第 1回体育推進委員会（各担当の引き継ぎ状況を確認） 
5/8	 	 運動会 PTA種目参加募集のお知らせの印刷 

 
3.8 ホームページ委員会 

4/21 第 1回ホームページ委員会（ホームページ更新手順の確認、第 1回運営委員会でのホームページ委
員会報告内容の確認） 

4/28 	  PTA総会議事録のホームページ掲載 
 

3.9 家庭教育学級委員会 

 5/16	  第１回講座および開級式	  
  
3.10 特別支援委員会 

5/18	  第１回保護者会 
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4. 報告事項および協議事項 

4.1 地区委員会 

・	 官舎の廃止や新しいマンション建設・住宅地の開発に伴い、今年度ブロックの見直しを行うかどうかの

検討を開始【報告】 
Ø マンション建設により児童数が大幅に増えた 1 ブロック、官舎廃止の影響を受ける 2、3、4、7 ブ

ロック、官舎跡地の開発が行われている 8 ブロックについてブロックの見直しの必要性を議論中。 
・	 ラジオ体操は、昨年度と同様の実施でよいか【協議】 
 → 同じで良い。ただし、もっとラジオ体操をしたいという児童に向けて、夏休み期間中、毎日ラジオ体
 操を実施している場所があれば、その場所や開始時刻等の情報を提供してはどうか。 
・	 春の交通安全指導における通学班登校の日数について【協議】 

Ø 通学に慣れていない 1 年生のために、来年度はあと 1～2 日伸ばしたい。ただし、通学班登校があ
と 2日以上伸びた場合は、 後は立哨なしで通学班登校だけの実施を希望する。 

→ 春については、通学班登校の期間を延長することとする（例えば、通学班登校がある週の金曜日ま
で等）。立哨の回数は委員の負担にならないように委員会内で調整する。 

・	 転居に関する情報の収集について【協議】 
Ø 特に、学区内転居が把握できず、通学班編成で混乱が見られた。学校側に転居のお知らせがあった

場合、転居届を担任の先生から配付していただけるようにできないか。 
→ 学校と PTAで統一した書式で「転居届」を作成することとする。各家庭から学校に提出があった際
には、転居届のコピーを地区委員会に渡す等して、情報を共有する。 

 
4.2 安全委員会 

・	 パトロールシートについて【報告】 
Ø パトロールシートは小中それぞれで活動していたが、110番の家同様、今後は小中合同で実施する。 

 

4.3 体育推進委員会 

・	 運動会 PTA 競技は綱引きに決定【報告】 
・	 救命救急講習を 6月 21日(水) に実施予定【報告】 
・	 夏休み自由プールの廃止について【協議】 

Ø 自由プールについて、安全面の問題で近年実施している学校は少ない。参加者数は全児童の 1割に
も満たず、万が一の事故の際の責任等を考えると、廃止してもよいのではないか。 

→ 安全面の問題や保護者の負担軽減を考え、自由プールは廃止とする（ただし、本決定は将来の自由
プール再開を妨げるものではない）。会員への周知については、体育推進委員と本部役員で相談して進

めることとする。また、自由プールに替わるイベントの企画を検討する。 
 

4.4 ホームページ委員会 

・	 ホームページへの記事掲載の手順について【報告】 
・	 委員長挨拶の掲載について【報告】 
・	 PTAホームページの更新について【協議】 

Ø ホームページで使用しているソフトウェアの保守期間が終了している。ホームページを更新するか
どうかを決定したい。 

  → ホームページは更新することとする。どのように更新するかは、今後ホームページをどのように活
用していくのかにも関わるため、ホームページ委員と本部役員で相談して進めることとする。 

 
5. 本部からの連絡事項 

・	 PTA総会で戴いた指摘に対するアクションについて 
Ø 総会で課題となった入退会に関する規約の検討を進めていくにあたり、PTAの活動全体に関わるの

で、会員の皆様の意見を聞きながら慎重に進めたい。他校の状況を調査したり、アンケートを取る

などしたりして、本部の方針を固め、意見交換会を実施して皆様の意見を反映させていきたい。同

時に、PTAの在り方や役割等を議論していくことも必要である。PTAの各活動がなぜ必要でどのよ
うな意義があるのかを再確認し、委員会活動の見直しを検討していく。負担を軽減し、気軽に参加
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できる仕組みを考えていきたい。現行の活動において、ボランティアにより運営できるものがある

かを検討していくことも考えている。 
・	 市 P連絡会（総会）の報告 
・	 市への要望書について 

Ø 何か要望があれば、本部役員に連絡してほしい。 
・	 各委員会へ活動費を配付 
・	 配付物の印刷について 

Ø PTAからの配付物の印刷には、PTA室の印刷機を使用してほしい。自宅印刷も可であるが、自宅印
刷の費用が嵩んでいる。PTA室の印刷機を極力使って欲しい。 

 
6. 学校からの連絡事項 

・	 運動会（5/27）の開催について 
Ø 今年は、前日準備のボランティア活動は 15〜16時の 1時間とする。 

・	 引き渡し訓練（6/10）について 
・	 エアコン設置について 

Ø 今年度は 5〜6 年生の教室にエアコンを設置する予定である。7 月頃から工事をスタートし 9 月に
終わる予定である。 

・	 トイレの補修について 
Ø 3〜4年生の棟の 1、2階のトイレ、職員用（来賓用）トイレを補修する予定である。 

・	 児童館分館について 
Ø 市からの依頼により、新校舎多目的室 1室を吾妻西児童館の分館として整備する予定である。現在、

工事の計画を立てている。 
 

7. その他 

・	 小中合同懇親会（7月頃に開催を予定。今年は年 1回とする） 
・	 女性ネットワーク講演会（6/25：市民ホールやたべ） 

Ø 「人間大好き・幸せ日本一！」をテーマに、株式会社坂東太郎の青谷洋治社長が講演する。家族
間のコミュニケーションと親孝行を柱に、企業経営者の視点で幸せな家族のあり方を考える。参

加希望の方は、本部役員までご連絡をいただきたい。 
 
8. 運営委員会日程 

 第 2回運営委員会	  7月 1日（土） 午前 9時～11時 
 第 3回運営委員会	  9月 2日（土） 午前 10時～12時  
 第 4回運営委員会	  11月 11日（土） 午前 9時～11時 
 第 5回運営委員会	  2月 3日（土） 午前 9時～11時 
 ＊ 運営委員会は原則 9時開始ですが、奉仕作業のある日は 10時開始とします。 
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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。 

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

 

また、PTA 本部への連絡は E-mail：2017azumaes.pta@azumaes.sakura.ne.jp 

平成 29 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：5/20(土)、第 2 回：7/1(土) 、第 3 回：9/2(土)、第 4 回：11/11(土)、第 5 回：H30/2/3(土) 

 

平成 29 年度 PTA 本部役員および会計監査 

会 長 関口 哲郎 (4-2、1-2) 

副 会 長 内田 太郎 (2-2、5-1)、 郡 純子(2-3、4-1) 

書 記 宮田 征門 (3-1、1-2)、山田 憲和 (2-1、5-2)  

会 計 日置 雅和 (2-2)、田中 津賀子 (3-1) 

会計監査 五十嵐 綾子 (2-1、4-2)、伊東 希(2-2、6-2) 


