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平成29年11月23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4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4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 11 月 11 日（土）9:00～11:30 
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 1 名、副会長候補 1 名、書記 2 名、会計 1 名） 
  専門委員会代表：役員選考委員会（2 名）、学年委員会（1 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） 

 
議事 

1. 校長先生挨拶 

・	11/2	つくば市学園合唱フォーラムにて合唱部と 9 年生の 1 クラスが素晴らしい歌声を披露した。

(	http://www.tsukuba.ed.jp/~azuma/?p=7308	)。	

・	11/23 のドレミファンタジー本番に向け、練習に熱が入っている。自主的によく練習している様子。職員

としても待ち遠しい。楽しみにして頂きたい。	

・	読書により親しんでもらうことを狙い、今年度は夏休み前から急遽貸し出し可能にした。冬休みも同様に

する予定。これに加え、みんなにすすめたい一冊の本推進事業(	http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/	

gakkou/shochu/gakuryoku/1book.html	)では現在 4-6 年生が受賞対象であるが、本校独自に 1-3 年にも拡

げることを検討している。	

・	掃除のない昼休み「ロングの昼休み」を週に一日程度設けることを検討している。様々な活動(例えば、教

育相談、じっくり遊ぶ、じっくり読書など)に活用したい。11/29 に試行する。	

 

2. 会長挨拶 

・	アンケートへのご協力ありがとうございました。結果を基に活動方針を練っているところです。これから

年度末に向けて色々な活動がありますが、引き続きご協力お願い致します。	

 

3. 活動カレンダー 

3.1. 本部 

	9/12	吾妻学園小学校 PTA 平成 29 年度第 3 回運営委員会だよりの公開	【書記】	

	9/20	PTA 本部からのおしらせの配付	【書記】	

10/7		つくば市 PTA 連絡会	第 2 回定例会（谷田部中学校）【会長】	

10/11	前期会計監査(吾妻学園小学校)	【会計監査委員、会計、会長、教頭先生】	

11/2		吾妻学園小中合同懇親会(天久保 bettei)	【吾妻学園職員および保護者】	

(今後の予定)	

11/23	 図書及び音楽の募金活動（吾妻学園小学校）【本部役員】	

11/27	 さわやかマナーアップキャンペーン(全小中学校一斉開催)【本部役員+ご協力頂ける方】	

		12/9			PTA 活動に関する意見交換会（吾妻学園小学校）【全保護者対象】	
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3.2. 役員選考委員会 

9/20	 推薦立候補アンケート用紙締め切り	

9/25	 推薦立候補アンケート用紙回収・開票	 選考作業開始	

10/6	 第４回役員選考委員会(再選考・電話交渉)	

						交渉継続中	

(今後の予定)	

決定次第	「平成 30 年度	PTA 本部役員内定のお知らせ」印刷・配布	

12 月中			「平成 30 年度	各種委員会の募集及び調査のお願い」印刷	

			1 月中			「平成 30 年度	各種委員会の募集及び調査のお願い」配布	

 
3.3. 学年委員会 

	 9/19	卒業関連費用の徴収の手紙の作成と配布（6 学年）	

		9/27	北部陸上記録会スタッフ支援（6 学年）	

		9/27	アルバム写真識別（6 学年） 
	  
3.4. 広報委員会 

	9/4		学校に後期年間行事、および 9 月行事の写真データ提供依頼、撮影許可願い	

	9/5		登校風景(立哨)撮影	

10/6		学校に 10 月行事の写真データ提供依頼、撮影許可願い	

						学校より写真データの受け取り	

10/26	芋掘り撮影	

10/30	6 年生、先生、PTA 会長に原稿依頼	

 
3.5. 地区委員会 

10/24「平成 30 年度 PTA 地区委員の募集について」配布	

	  
3.6. 安全委員会 

			9/28	110 番の家の地図（店舗）を小学校ＰＴＡホームページに掲載依頼	

		10/20	「110 番の家ご協力のお礼と継続のお願い」文書及び返信用葉書の送付	

 
3.7. 地域交流委員会   

9/24	吾妻まつり実行委員会	

10/2	広報印刷作業	

10/3	ランタンアート打ち合わせ	

 
3.8. 体育推進委員会 

 9/6		市陸上記録会	ボランティア打ち合わせ	

	9/27	市陸上記録会	 当日（駐車場等の案内ボランティア）	

10/12	『アクティブつくば』なわとび教室打ち合わせ	

 
3.9. ホームページ委員会 

9/2			副会長挨拶の掲載	

9/12	 運営委員会だよりの掲載	

9/21	 地区委員長挨拶の掲載	

9/25	 PTA 規約・細則の更新	

9/28	 110 番の家の地図掲載・カテゴリ追加	

		10/16	 ホームページ委員長挨拶の掲載	

		10/28	 家庭教育学級長挨拶の掲載	
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3.10. 家庭教育学級委員会 

			9/4		第 3 回講座「吾妻小スクールカウンセラー伊藤先生講演会」案内印刷、配布	

			9/22	講座参加者へ参加通知書印刷、配布	

		10/3		第 3 回講座開催	

		10/16	第 4 回講座「閉級式およびしめ縄づくり」案内印刷、配布	 	 	

		10/28	委員長挨拶文 HP 掲載	

		11/17	平成 30 年度委員募集案内印刷、配布／講座参加通知書印刷、配布／吾妻交流センターで講座準備予定	

 
3.11. 特別支援委員会 

10/12	勉強会実施	 テーマ「小学校から考えるキャリア教育」	 講師	 協和特別支援学校	 江端先生	

11/8		親子料理教室実施、臨時保護者会実施	

 
4. 報告事項および協議事項 

4.1 本部 

・	 副会長候補(木村さん)の紹介【報告】 

 

・	 PTA 活動に関する意見交換会を、12 月 9 日(土)の授業参観前 8:30-9:15 に体育館で行いたい。【協議】	

Ø 然るべき時期にお手紙で開催案内を致します。概数把握のため参加予定の方には事前連絡をお願い

し、ご連絡戴いた方には事前に資料を配布致します。当日の飛び入り、及びお子様連れのご参加を

歓迎致します。	

→承認された。	

	

・	 現 PTA 委員に対して行ったアンケートの結果に基づき、今年度本部としての方針案を作成した。内容を

ご確認頂き、ご意見をお願い致します。【協議】	

Q)今後、退会者が増える可能性もあるがどう考えているか？また、委員数を減らすと個々の委員への負

担が増え、結局退会に繋がるのではないか。予算へも影響が出る可能性がある。	

A)「退会できる」ことだけが前面に出ないよう議論を慎重に進めます。予算については、繰り越し金を

活用することも検討致します。	

Q)新入生の意思確認に期限を明示しない方が良いのではないか。	

A)明示しない方向で検討致します。	

Q)新入生説明会では委員を決めるが、その場で入会する/しないを判断してもらう場合混乱しないか。	

A)判断して貰う前に PTA の意義を十分説明するつもりですが、引き続き良い方法を検討致します。尚、

総会の成立を確認する際に必要となる会員数は適切な日付時点での数にすることを考えている。	

Q)退会後に再入会できる仕組みが必要では。	

A)再入会の仕組みも検討致します。	

Q)退会届けに理由を書く欄はあるか？	

A)備考欄を設けており、そちらに書いて頂くことは可能です。	

Q)環境整備等については募金ではなく、全ての保護者から平等に徴収するべきものなのではないか。	

A)留意すべき法律があり慎重に検討します。後援会を起ち上げて徴収している学校もあるようです。	

Q)後援会を組織し会長は PTA と兼任するとなると一部の人に負担が集中するのではないか。	

A)会費徴収の仕組みは、今後も引き続き検討します。	

Q)他に入退会の意思確認を行っている PTA はあるか？	

A)つくば市には無いようだが、茨城県下には少数あるようです。	

→引き続きメール等を通して意見を募ることが承認された。	

 

4.2 役員選考委員会 

・	 平成３０年度本部役員候補者を現在選考中。ご協力をいただいた方には大変感謝しております。現時点

では会長がまだ決まっていません。適任者のご推薦をお願い致します。【報告】 

・	 本部役員副会長候補の承認【協議】	

Ø 今年度、本部役員(副会長)に欠員が生じた。下記の方が候補として選出された。承認をお願い致
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します。	

副会長候補	 木村	浩幸	さん	(お子さん 1-1)	

→承認された。	

※本部補足:本部役員の承認は通常は総会で行われるが、欠員が生じた場合は運営委員会で承認するこ

とになっている。[規約第 7 条]	

 

4.3 地区委員会 

・	 現時点では 10 ブロック中 4 ブロックの委員がまだ決まっていない。【報告】	

・	 現在、年３回程度（地区委員交代、ラジオ体操、次期地区委員募集の時など）、各ブロック地区委員の

連絡窓口として、委員の電話番号をお手紙に記載し、配布しています。しかし、個人情報をばらまいて

いることになり、望ましくないと考えられることから、本部や委員長で使用しているようなメールアド

レス（@azumaes.sakura.ne.jp）を、地区委員用にも発行して、使わせていただけないか。【協議】 
Ø 作れるメールアカウント数に制限は無いので技術的な問題は無い。詳細は今後相談。例えば、ブ

ロック毎に固定(年度毎に変えない)したアカウントを作っておくと、アカウントの設定する本部役

員の負担は減る。 
Ø 電話番号は、地区に何か問題があった時、転居の時、募集の時に使っていた。実際には、緊急で

連絡する必要が生じたケースは無かった。 
Q)PTAで契約/利用しているsakuraサーバーのメールをPTA以外の学校関係団体でも使うことは可能か。	

A)今後検討する。 
→詳細については今後相談しながら進めていくことが承認された。	

 

4.4 地域交流委員会 

・	12/16,17	「ランタンアート 2017」に参加（本校が参加するのは 16（土）のみ）。概要・ペットボトルの

準備の仕方などは 11 月中旬に配布予定。【報告】	

 

4.5 体育推進委員会 

・	 1/20（土）午前中	吾妻小体育館にて「マッチャンのなわとび教室」開催予定【報告】	

 

4.6 ホームページ委員会 

・	 無料ブログの比較を行いました。画像挿入、カテゴリの設定はどのブログでも可能であり、機能的な面

からは差はありませんでしたが、独自ドメイン無料、データ容量無制限など費用面から、livedoor ブロ

グでの構築が良いという結論になりました。【協議】	

Ø システム管理会社に作業を依頼するための予算が必要なことから移行は来年度とする。 
Ø livedoor を利用する方向で進める。	

→承認された。 
 

5. 本部からの連絡事項 

・	 11/27 さわやかマナーアップキャンペーンへのご協力のお願い	

Ø 7 時 40 分から 2 箇所の校門前に立ち、さわやかに挨拶する。	

・	 11/23 ドレミファンタジーでの募金のお願いについて 
Ø 昨年度の募金(約 13 万円)は、図書購入(59,000 円 42 種類 47 冊)と楽器購入と修理(73,000 円 9 種類 87

品)に使わせて頂いた。 
Ø 今年度については、図書に加えキーボードとソフトマレット(鉢)の不足を補充したい。 

・	 緊急メールを利用した緊急性の低い案内の自粛のお願いと「PTA 本部からのおしらせ」の配布について 
Ø 緊急でない案内を緊急メールで配信することについてのご意見があった。天候に依存するイベント開催

についての連絡は問題ない（例えば、運動会、奉仕作業、ランタンアートの延期/中止の連絡）。運営委

員会だより公開等の緊急ではない案内は、当面お手紙で行う予定。 
・	 「マチコミ」について 

Ø 緊急でない案内等にも使える「マチコミ」というメール配信サービスを本部役員を中心に試用し始めた

ところ。もしよろしければご登録戴き、感想をお聞かせ願います。 
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・	 各委員会の決算と来年度予算案の作成のお願い 
Ø 来年度予算が半分になった場合、何ができなくなるかについてもできる範囲で検討して頂きたい。 

 

6. 学校からの連絡事項 

・	 常陽銀行での引き落とし手数料が平成 30 年度から有料(32 円/回)になる。一年だと 10 回×(お子さんの数)
のご負担をお願い致します。 

Ø 今後とも常陽銀行での手続きをお願いします。(中学校では常陽銀行のみ可) 
・	 来年度新入生の下校班に関して、確実に児童を送り届けるための改善策を検討してきた。その中間報告。 

Ø 時間的ゆとりを持って下校班編成をするために、2 月 2 日の入学説明会で下校班について保護者に説明

し、その場で保護者から下校に関する情報を収集させて頂く。その後、下校班の案を入学式で保護者に

確認してもらうことを検討している。 
Ø どの方面に下校する新入生なのか一目で分かるよう、帽子にリボンを縫い付けてもらう。 

Q) 顔と名前が一致することが大事なのでなんとか工夫する余地はないか？ 
A) ワーキンググループで検討する。 

・	 トイレの改修工事がようやく開始された。3,4 年生教室近くと職員室近くのトイレ。工事期間 11 月~3 月

の予定。 
 
7. 運営委員会日程 

 第 5 回運営委員会	  2 月 3 日（土） 午前 9 時～11 時 （発言用紙の提出期限	 1 月 24 日（水）） 
 

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)、木村 浩幸（1-1、6-1） 

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) 


