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平成 25 年 6 月 4 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  長 屋   和 宏 

つ く ば 市 立 吾 妻 小 学 校 校 長  土田 十司作 

 

吾妻小学校ＰＴＡ 第１回運営委員会便り 

 

平素は，PTA 活動および学校行事の運営に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 25 年 5 月 25 日(土)8:00～11:00 

場 所：吾妻小学校 多目的室(低学年棟) 

出席者：吾妻小教職員(土田校長：他 3 名)，本部役員(会長 長屋：他 6 名) 

専門委員会代表(役員選考委員会(2 名)，学年委員会(2 名)，地区委員会(3 名)，文化厚生委員会

(2 名)，広報委員会(2 名)，安全委員会(3 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(2 名)) 

特別委員会代表(卒業対策委員会(1 名)，特別支援委員会(1 名)) 

 

1．活動カレンダー 

1/16(水) 家庭教育学級委員会引き継ぎ【家庭教育学級委員会】 
2/13(水) 第 1 回家庭教育学級委員会(顔合わせ，年間計画について)【家庭教育学級委員会】 
2/16(土) 第 1 回地区委員会(引き継ぎなど)【地区委員会】 
3/18(月) ｢春の交通安全指導のお知らせ｣および｢学区外児童の地区委員会対応窓口について｣配布(地区委員

会→在校生) 
4/8(月)～16(火) 春の交通安全指導【地区委員会】 
4/8(月) ｢所属ブロックと通学班編成場所確認のお願い｣配布(地区委員会→在校生) 
4/9(火) ｢春の交通安全指導のお知らせ｣，｢学区外児童の地区委員会対応窓口について｣および｢所属ブロック

と通学班編成場所確認のお願い｣配布(地区委員会→新一年生) 
4/10(水) 通学班編成立ち会い【地区委員会】 
4/17(水) ｢平成２５年度家庭教育学級開級のご案内｣配布(家庭教育学級委員会→全児童)  
4/20(土) 全体委員会(各委員会引き継ぎなど)【学年委員会，広報委員会，文化厚生委員会，安全委員会，地

域交流委員会，体育推進委員会，ホームページ委員会】，PTA 総会準備【本部】 
4/20(土) 第 2 回地区委員会(春の交通安全指導，通学班編成立ち会いについて)【地区委員会】 
4/26(金) ｢平成 24 年度諸費用の銀行口座引き落としについて｣配布(本部→全児童) 
4/26(金) 第 1 回卒業対策委員会(写真館の選定などについて)【卒業対策委員会】 
4/27(土) PTA 総会 
4/27(土) 学年懇談会実施(PTA 保護者名札の着用，奉仕作業への参加，次年度役員・委員についてのお願い)，

第 2 回学年委員会(活動内容について)【学年委員会】 
4/27(土) 第 1 回広報委員会(広報誌｢あづま｣第 79 号に向けての確認，レイアウトなどについて)，広報誌｢あ

づま｣第 79 号原稿執筆依頼【広報委員会】 
4/27(土) 第１回安全委員会(安全マップ，110 番の家，パトロールシート，安全講習会などの今年の活動方針

について)【安全委員会】 
4/27(土) 学年懇談会にて卒業対策委員会からの挨拶，活動予定の紹介【卒業対策委員会】 
4/28(日) 第 1 回吾妻まつり実行委員会参加【地域交流委員会】 
4/29(月) 自由プールの監視アルバイトについて筑波大学代表と協議【体育推進委員会】 
5/2(木) 自由プールの実施について学校と協議【体育推進委員会，会長：長屋】 
5/5(日) つくば市 PTA 連絡協議会役員引き継ぎ(東ブロック新副代表)【会長：長屋】 
5/7(火) ｢PTA 奉仕作業のお知らせ｣配布(学年委員会→全児童)，｢PTA 奉仕作業(第 6 学年)のお知らせ｣配布
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(学年委員会→6 学年児童) 
5/7(火) ｢運動会 PTA 競技の参加募集のお知らせ｣配布(体育推進委員会→全児童) 
5/10(金) 総会議事録配布(本部→全児童)，第 1 回本部役員会(運営委員会の進め方について)【本部】 
5/11(土) つくば市 PTA 連絡協議会総会【土田校長，会長：長屋】 
5/12(日) 第 2 回吾妻まつり実行委員会参加【地域交流委員会】 
5/14(火) 第 1 回役員選考委員会(年間活動，役職毎の役割分担，｢PTA 役員立候補推薦用紙｣の見直しについ

て)【役員選考委員会】 
5/14(火)～16(木) 吾妻中安全委員会と連絡調整(小中連携の活動(110 番の家)について)【安全委員会】 
5/14(火) HP 更新(PTA 総会議事録の掲載，連絡先アドレスの更新)【ホームページ委員会】 
5/14(火) 第 1 回特別支援委員会(学級保護者会)【特別支援委員会】 
5/16(木) 児童交通安全教室写真撮影【広報委員会】 
5/17(金) ｢公園内における注意喚起ポスター｣掲示について，つくば市都市施設課に依頼文書手交，承認受諾

【安全委員会，会長：長屋】 
5/17(金) 学校と運動会に関しての協議，調整【体育推進委員会】 
5/18(土) 第 6 学年奉仕作業実施【学年委員会】 
5/18(土) 第 2 回広報委員会(広報誌｢あづま｣第 79 号の写真選定など)【広報委員会】 
5/19(日) 吾妻まつり倉庫の備品確認(小学校グラウンド)【地域交流委員会】 
5/15(月) 写真館との顔合わせ(見積り・業務分担，進め方・スケジュールについて) 【卒業対策委員会】 
5/20(月) 第 2 回卒業対策委員会(予算・費用徴収時期，アルバムの頁だてについて) 【卒業対策委員会】 
5/21(火) 第 2 回本部役員会開催(第 1 回運営員会議事の確認)【土田校長，野堀副校長，鈴木教頭，筑井教務

主任，本部】 
5/24(金) 家庭教育学級開級式・第 1 回講座｢子どもの本の楽しみ講座｣実施【家庭教育学級委員会】 
5/25(土) 第１回運営委員会 
5/31(金) 運動会準備ボランティア(筑波大学よりテント運搬，テント設営) 
6/1(土) 第 35 回吾妻小学校運動会，PTA 競技実施【体育推進委員会】，写真撮影【広報委員会】，片付けボ

ランティア(テント撤営，筑波大学へテント運搬) 
以下予定 

6/8(土) 第 3 回広報委員会【広報委員会】 

6/16(日) 第 2 回役員選考委員会【役員選考委員会】 
 

2．報告および協議 

2．1．本部 

・総会議事録について【報告】 

4/27(土)に実施した PTA 総会の議事録を 5/7(火)に配布した。また，｢PTA 総会などに関連しての

PTA 本部からのお知らせ｣として，｢公務員宿舎の廃止に伴って転居を余儀なくされた生徒児童の通

学について｣などを議事録と併せて配布した。 

・児童の学習意欲の向上を目的とした活動について【協議】 

PTA 総会で土田校長先生より説明がなされた，｢児童が自分の興味関心のあることをしっかり主

体的に学習することの推進｣，を支援する PTA 活動として学習意欲の向上を期待する文化的事業を

平成 25 年度に実施していく提案を本部より行った。具体的な事業として，｢漢字｣を学習する事業

を検討しているが，別のアイディアなどがあれば児童の学習意欲向上に資する事業として一本化し

て実施してきたい。 

また，本事業の実施にあたっては，｢茨城県 PTA 基金教育振興助成金｣の活用を想定している。 

→ (土田校長)子ども達の学習意欲を高める取り組みであれば，授業などに取り入れていくこと

も含めて調整していきたい。 

→ 本件については，本年度の事業として取り組んでいくことが採択された。 

・PTA 活動にかかる通信費について【提案および協議】 

現在，PTA 本部役員および各種委員会委員には PTA 活動にかかる通信費として，一律 1,000 円

を支給することが細則で定められており，全体ではPTA予算より約 10万円を支出している。一方，

近年の各種連絡では，E-mail および携帯電話を活用することが多く，従来ほどの通信費を必要とし
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ていない状況が想定される。 

ついては，PTA 予算の支出を低減させることを目的に，PTA 活動において生じている通信費の

実情について調査を行い，可能であれば通信費を見直したい趣旨の提案を本部より行った。 

→ 通信費については，例年 11 月頃(第 4 回運営委員会開催時)に支給しているため，第 3 回運

営委員会(9/7 開催予定)を目処に現況調査を行うとともに，方向性を整理することが採択さ

れた。 

なお，前述の通り，通信費については細則で定められているため，変更にあたっては，運営委員

会での承認を再度行うものとした。 
 

2．2．役員選考委員会 

・次年度の PTA 役員などの立候補および推薦用紙について【意見徴収】 

例年，次年度 PTA 本部役員および会計監査候補者の選出は，9 月に実施しており，配布回収して

いる｢立候補・推薦用紙｣は，全保護者に提出をお願いしている。 

一方で記入欄は，“立候補していただける方”と“候補者の推薦”の 2 つとなっており，いずれ

も記入できない場合，例えば新入生などの保護者で学校の PTA 活動の全体像などが把握できてい

ない場合などでは，提出しづらい状況にある。 

そのため，“その他，特になし”の欄を設けてはどうか，という意見が委員会内で出ている。 

しかしながら，回答の多くが“その他，特になし”となってしまい， PTA 役員などの選考を逆

に困難にしてしまうことを懸念している。 

ついては，運営委員会参加者の意見をお願いしたい。 

→ (運営委員会参加者からの意見)役員選考委員会のご苦労および各保護者への配慮に感謝す

る。また，役員選考委員会に大きな負担をかけることなく，適切に次年度の PTA 役員など

が選出されるような対応をお願いしたい。 

→ (役員選考委員会)再度委員会に持ち帰り，引き続き検討していく。 
 

2．3．学年委員会 

・奉仕作業の日程について【報告および提案】 

5 月 18 日(土)に第 6 学年を対象とした，奉仕作業を実施した。 

しかしながら，当日は野球・サッカーの試合，ANB の週末練習と日程が重なったため参加者が

少なく，現 6 年生が 5 年生の時の昨年度の奉仕作業と比較して半分程度であった。6 年生が多く参

加する行事などはある程度日程が把握できると思われるので，次年度以降はより多くの方に奉仕作

業に参加いただけるように他学年の日程との調整をお願いしたい。 

→ (土田校長)奉仕作業への協力ありがとうございました。提案にあるように，次年度以降の日

程については，多角的に調整していく。 

・各種委員会委員選出について【協議】 

PTA 各種委員会員の選出に当たり，これまでの本部役員もしくは委員の経験者数と規約に定めら

れている一子一役の原則を考慮すると，今後の選出で人数的に無理が生じてくる可能性が高い。特

に現 5 年生では，役割分担上の人数に対して未経験者の数が足らないことになる。 

今後の対応について，協議をお願いしたい。 

→ (本部)5 年生から 6 年生に進級する学年で委員数に問題が生じることは，未経験者数の問題

とともに卒業対策委員会という他学年にはない委員会があることも影響していると思われ

るため，4 年生以下にも潜在的に問題があることに留意する必要がある。 

一方で，それぞれの委員会活動とそれに必要な人員配置も重要な視点だと思われる。この

ため，本年度のそれぞれの委員会活動では，活動内容の位置づけや作業量などに意識を持
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っていただきたい。各種委員会委員の選出は 12 月頃の作業であるため，引き続き状況の把

握に努め，第 4 回運営委員会(11/9 開催予定)を目処に対応方針を出して行く。 

また，規約にある一子一役の原則は，一役以上の協力を阻むものではないことを募集の際

のお手紙などに記載していくことでよりスムーズな選出を促すことを確認した。 

 

2．4．広報委員会 

・広報｢あづま｣について【報告および依頼】 

広報｢あづま｣第 79 号は 7 月初めに発行予定で現在作業を進めている。 

なお，これまで広報｢あづま｣は年間 2 回発行しており，年度末の 2 回目の紙面で，PTA の活動，

特に各委員会の活動を掲載してきたが，広報誌は PTA 活動を保護者の皆さんに広く発信できる貴

重な媒体であるため，7 月発行予定の紙面にも一部委員会の活動を掲載したと考えている。各種委

員会の皆さんに協力をお願いしたい。 

→ 各委員会の協力により，近く発行される広報｢あづま｣でも PTA 委員会の活動を掲載するこ

ととした。皆さん，お楽しみに。 
 

2．5．地区委員会 

・通学班編成と春の交通安全指導について【協議】 

通学班編成において，自分の所属するブロックが判らなかったり，編成作業に加わらなかったり，

という子どもがかなりの数いた。理由としては，事前に配布している“通学班編成場所確認のお願

い”用紙が十分に活用されていないこと，学区内転居が相当数発生していること，休止ブロックな

どで編成に対応する保護者がいなかったこと，などが考えられる。 

また，そのことが影響していると考えられるが，登校時の交通安全マナーに問題がある状況が確

認された。 

今後の対応について，協議をお願いしたい。 

→ (本部)吾妻小学校の通学方法は個別の自由登校となっている一方で，通学路についは各家庭

によるフリーハンドになっている。通学路については，入学時に各家庭で確認した通学路

を学校に報告しているが，そのすべての箇所・ルートを対象に学校および保護者の交通安

全指導をできるわけではないので，子ども達の安全確保には十分配慮が必要と思われる。 

→ (野堀副校長)吾妻小では，この 2 年間で教職員数が 8 名減少しており，登校時の交通安全指

導箇所数を整理しなければならない状況にある。このため，交通安全指導箇所数の効率化

を踏まえた検討をお願いしたい。 

→ (本部)これらの問題解決には，どのエリア(ブロック)から何人の子ども達が登校しているか

を正確に把握する必要があるとともにより安全で効率的に管理することができる通学路を

設定し，子ども達にその徹底を図る必要がある。そのため，以下の対応をとっていく。 

① 児童の居住エリア(ブロック)の把握と対応する保護者の確認 

② より安全で効率的に管理することができる通学路の設定とその周知 

①については，近く配布物で調査を行います。②については，安全委員会などにも協力を

いただき，通学路設定を行います。今後アンケート調査などを実施することもありますの

で，ご協力をお願い致します。 

・ラジオ体操について【報告】 

今年の夏休みもラジオ体操を例年通り下記の日程で行います。是非ご参加下さい。 

7 月 22 日(月)～25 日(木) 前期 4 日間 

8 月 28 日(水)～30 日(金) 後期 3 日間 
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2．6．安全委員会 

・保護者対象｢安全講習会｣について【報告】 

例年，7 月初めに開催していた保護者向け｢安全講習会｣について，より充実した，内容の濃い講

習会とするため，テーマの見直し，講話内容の精査など，新しい観点での講習会への準備を進めて

いる。これらの作業にかかる時間が必要であるため，本年度は 11 月下旬に開催する予定で調整中。 

開催にあたっては再度案内をするので，多くの保護者の皆さんに参加して頂きたい。 

・パトロールシートについて 

名札サイズの携帯型パトロールシートは，つくば市 PTA 連絡協議会で作成されたものが全学年

に配布されているので，吾妻小独自のものは再度配布しないこととした。一方，自転車および自動

車用のパトロールシートについては，参加者を現在募集中であるが，新規配布分から“AZUMA 学

園”と記した吾妻小・中共通のものを配布する予定。 
 

2．7．体育推進委員会 

・夏休み自由プールについて【協議】 

昨年度，委員会委員数の見直しにより，体育推進委員会は 9 名から 6 名となり，それに伴い，夏

休み自由プールの実施期間は 7 日間から 3 日間となった。しかしながら，どの程度の子ども達が利

用していて子ども達の要望がどの程度あるかが不明なため，夏休み自由プールの位置づけについて

再度整理をお願いしたい。 

また，昨年度よりプールの水が漏水しているが，本格的な修繕は予定されていないことから，夏

休み自由プールとしてプールの開放をするためには，学校のプール授業終了後も継続的に注水をす

る必要がある。この水道代については，PTA 予算および学校予算を支出するものではないが相当の

費用がかかると想定されるため，その観点からも例年通りの実施でよいのか意見をお願いしたい。 

→ (野堀副校長)プールの状況については，現在の所，明確な損傷部位，漏水量を明らかにでき

ていない。6 月上旬におやじの会に協力をいただいて実施するプール清掃およびその後に行

う水張りとそれを通じた検査で状況の把握を行う。 

現時点では，プールでの水泳授業が実施できないレベルの損傷とは考えていないが，漏水

の状況が予想以上に悪い場合や児童への影響が想定される場合は，相応の対応も検討しな

ければならないと考えている。 

→ (本部より)プール監視員の確保などの観点から，この第 1 回運営委員会で開催の判断をする

必要があるが，不確定要素の多い状況で必ずしも例年通りの実施しなければならない，と

いう方向で進めていく必要は無いと考えられる。学年委員会の問題提起にもあったように

PTA 活動の位置づけの整理は今後，より明確にしていく必要がある。 
 

上記を踏まえ，今年度は，夏休み自由プールへの子ども達および保護者の要望，要求について整理を

行うものとし，本年度の夏休み自由プールは一旦休止とする承認を諮り，特段の反対意見はなく採択さ

れた。 

 

なお，本年度，夏休み自由プールのみならず，PTA 活動などに関してのアンケート調査を行います。 

みなさんご協力の程，よろしくお願い致します。 
 

3．学校からの連絡事項 

・プール清掃について 

6/8(土)におやじの会に協力をいただき，プール清掃および歩道側の葦簀(よしず)張りを行います。

お時間のある方はご協力を頂ければ幸いです。 

なお，夏休み自由プールの項目にある，プールの現況についてご覧になりたい方もその際にお越
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しいただければご覧頂けます。 

・体育館の耐震補強工事と駐車場の取り扱いについて 

吾妻小学校体育館は，東日本大震災で被災したため，現況復旧工事を行いましたが，耐震性能と

しては従来のままで，東日本大震災と同程度もしくはそれ以上の地震が発生した場合には，再度被

災する可能性があります。 

このため，今年 7 月～10 月の予定で，体育館の耐震補強工事を行います。皆さんにはご不便を

おかけしますが，ご協力の程，よろしくお願い致します。 

また，工事期間中は，駐車場に現場事務所などが設置され，駐車場の利用も制限されます。 

これらについては，追ってお手紙でご連絡致します。 

・｢小中一貫教育全国サミット in つくば｣の開催について 

11/21(木)，22 日(金)に｢第 8 回小中一貫教育全国サミット in つくば｣が開催され，吾妻小をはじ

め市内の小中学校が会場となります。吾妻小では，11/21(木)の午後に公開授業を実施し，300～400

人の来校者が見込まれています。 

本サミットの開催に当たり，保護者の皆さんに協力をお願いすることがあると思いますが，お力

添えの程，よろしくお願い致します。 

 

以上 

 

 

 

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 PTA

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。 

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

 
また，PTA 本部への連絡は 

E-mail：2013azumaes.pta@azumaes.sakura.ne.jp 

吾妻小 PTA


