
 

平成 29年 4月 22日 

4月度拡大運営委員会 議事録 

【会長挨拶】 

桜の花が満開になると共に新年度が始まりました。「子どもたちの健全な育成」は保護者全員の願いです。「個々では足りない

部分をお互いに補い合って地域全体で子どもを育てる」意識や風土の醸成のため、ＰＴＡ活動は継続的に行われることが大切

だと感じております。創立時から脈々と引き継がれてきた伝統と地域の雰囲気を絶やすことなく、しっかりとバトンをつなぎたいと考え

ます。恵まれたことに、富岡地区の保護者の方々は、子どもたちのために協力を惜しまない方が非常に多く、地域の特別会員さん

は昨年度より街頭指導にご参加くださり、ＰＴＡ活動に多大なご協力を頂いております。このような意義ある活動に携わる機会

に恵まれたことに感謝をし、役員の皆様の日頃の活動に御礼を申し上げます。１年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

【校長挨拶】 

 29年度のＰＴＡ役員になられた方々よろしくお願いします。28年度の旧役員の方々がとても生き生きとＰＴＡ活動をされて

いて素晴らしいと感じておりました。富岡小の子どもたちは大変素直に子どもらしく育っております。保護者の皆様と学校がうまくか

み合っていると実感しています。是非、共に育てるという気持ちで、新役員の方々には学校との懸け橋になっていただきたいと思い

ます。何かありましたらいつでも声をかけてください。 

 

1． 学校より  

（伊藤先生）市川市の学校から転任してきました。地域の力、家庭教育の大切さを感じています。学校と家庭と協力していき

たいと思っています。担任と教務主任兼務のため、忙しくしていますがいつでも声をかけてください。1年間よろしくお願いします。 

 

2． 本部役員会 

（１）活動報告 

（２） 今後の予定 

3/4 (土) 新・現本部役員および地域協力委員顔合わせ会（11：00～） 

３学期 学年学級会計監査 

3/14 (火) 富岡中学校卒業式（永利） 

3/16 (木) 富岡幼稚園卒園式（正木） 

3/17 (金) 富岡小学校卒業式（岩崎、副会長） 

3/30 (木) 離任式（本部役員） 

4/1 (土) 市Ｐ連新年度顔合わせ・市Ｐ連部会担当決め(17:00～美浜公民館)（正木・齊藤・高柳） 

第６回市Ｐ連運営委員会(18:30～美浜公民館) （正木） 

4/8 (土) 本部役員（副会長のみ）打ち合わせ（業務確認・引き継ぎ） 

4/10 (月) 富岡小学校入学式（岩崎、副会長） 

4/11 (月) 富岡中学校入学式（岩崎・下田） 

  保護者会・学級役員全体会 

4/12 (火) 富岡幼稚園入園式（永利） 

4/22 (土) PTA総会・拡大運営委員会 

4/22 (土) 新旧役員懇親会（18：00～） 

5/12 (金) 市 P連定期総会 懇親会 文化会館 (18：30～) 

5/13 (土) 本部役員会（9：00～）定例運営委員会（10：00～）通年代表顔合わせ会 

スポーツ大会選手顔合わせ会(11：00～) 

市 P連広報セミナー（高洲公民館 15：30～）（広報部より 3名参加予定） 



（３）出納報告等（会計） 

＜PTA会費集金について＞ 

今年度も学級文化部役員にご協力頂き 5月 24日に PTA会費集金予定です。 

＜出金報告 ＞なし 

＜PTA団体保険について＞（別紙参照） 

 

（４）市Ｐ連等の外部での活動報告 

市内の小、中学校のＰＴＡが集まる、ＰＴＡ連絡協議会（市Ｐ連）があり、各校の連携を図っています。 

今年度は正木と高柳が市Ｐ連の運営会議などに参加していきます。斎藤が広報として活動します。 

5月 13日に広報セミナーの案内がきていますので、後程お知らせします。 

本年度も広報･防災･会計･防犯セミナ-やｽﾎﾟｰﾂ大会が企画されます。奮ってご参加ください。 

 

（５）今年度の運営委員会日程 

4/22(土)、5/13(土)、6/10(土)、7/1(土)、9/2(土)、10/7(土)、12/2(土)、2/3(土)、3/3(土) 

   10時～PTA会議室にて(年９回  第一週目の土曜日が基本)   

   □枠の日は地域協力委員出席日です。 

 

（６）ＰＴＡ活動の申し合わせについて 

  ＜担当副会長について＞（正木） （別紙参照） 

  ＜ＰＴＡ活動の申し合わせの内容確認＞（大隅） （別紙参照） 

   ・ＰＴＡ活動の申し合わせ事項については、部員にも部会で必ずお伝えください。 

 ＜地域行事への協力について＞（正木）  （別紙参照） 

 ＜ＰＴＡだよりについて＞（正木・樋山） （別紙参照） 

  ・昨年までは書記が作成していましたが、なかなか興味をもって読んでいただけないという課題があります。今年度は広報部

にＰＴＡだよりを作成していただき、会員のみなさんが興味をもって読んでもらえるようなＰＴＡだよりの作成を目指したい

と考えています。広報部の皆さんにはＰＴＡだよりを通してＰＴＡ活動のＰＲを行っていただき、ＰＴＡ活動の理解が

深まるようお力を貸していただきたいと思います。うまく進められないことなどが生じたときはすぐに相談してください。 

・ＰＴＡだよりに掲載したいことがありましたら、原稿を作っていただき、広報部にお伝えしてください。詳しい手順等は資料を

参考にしてください。新しい試みなので皆さんで一緒に広報部に協力して作成していきたいと思います。 

  ＜過年度からの申し送り事項について＞ 

   ・昨年度、富小ＰＴＡの問題点を抽出し、改革を行ってきました。引き継ぎ事項がありますので、6月の定例運営委員会

から、検討をしていきたいと思います。富小ＰＴＡの改革（活動結果報告）を読んでいただき、共通理解を図りながら進

めていきたいと思います。 

   ・特別会員の方に街頭指導のご協力をいただいています。特別会員との懇親会を行い、課題の検討を行いましたので、議

事をお読みください。今年度は特別会員の方に朝メインで街頭指導をお願いし、保護者に下校時・帰宅時のパトロールをメ

インに街頭指導を行ってもらうという提案をさせていただきたいと考えています。 

 

（７）名簿、メーリングリストについて（書記） 

 ＜名簿の確認について＞（別紙参照） 

 ＜メーリングリストについて＞（別紙参照） 

   ・5 月の連休前にメーリングリストに招待いたします。招待メールが届かない方には会長の携帯アドレスより個別にご連絡する

事もありますのでご了承ください。 

5/26 (金) 運動会前日準備お手伝い 

5/27 (土) 運動会お手伝い 



5． 専門部会より 

 活動日 内容 

学 

級 

文 

化 

部 

実績 
   

   

予定  

 

部会開催予定 

校

外 

部 

実績 
4/13(木)  新 5-1街頭指導業務 

4/17(月)  新 5-2街頭指導業務 

予定 

4月下旬 

 

 お手紙「平成 29 年度 交通安全街頭指導について」・「街頭指導の

手びき」配布 

5月中  お手紙「防犯パトロール板 希望者大募集」配布 

4月下旬  転入生分の防犯腕章配布 

5/13(土)  部会開催 

5月中  新入生分の防犯腕章配布 

選

考

部 

実績 

3/4(土) 
 

部会開催 

・クラス役員選出について 

・お手紙印刷 

11：00 新旧顔合わせ会 

3/30(木) 
 ・クラス役員選出について 

・お手紙配布 

4/10(月)  

 

 部会開催 

・調査票回収→集計 

4/11(火) 

 部会開催 

・クラス役員選出準備 

 懇談会にてクラス役員選出 

予定 5/24(水)  部会予定 

広

報

部 

実績 

4/15(土) 9：00 第１回部会開催(富岡公民館 第１会議室にて) 

4/21(金)  1年生を迎える会の撮影 

4/22(土)  役員、先生の写真撮影 

予定 5/13(土)  市Ｐ連主催 広報セミナー参加予定(3名程←市Ｐ連の案内) 

 

４．地域協力委員の活動報告等 

社会福祉 

協議会支部 

推進委員 

（坂庭さん） 

報

告 
3/6 

第５回推進委員会（前任者の山本さん出席） 

新任民生委員の紹介、地区活動報告 

第 11回南１支部ふれあい広場の担当決め 

メ

モ 
【予定】 5/23 社会福祉協議会 

青少年相談員 

（体育部） 

（菱山さん） 

報

告 

4/14 青少年相談委員総会 第 1回全大会 

 

28年度の報告・29年度事業計画・予算 

ブロック代表選出・役員互選（29 年度も体育部に所属：浦安市の「ダンスフェ

スタ」実行委員会を引き受けた） 

少年少女洋上研修 研修指導者依頼あり 



メ

モ 
【予定】4/26 第 1回体育部会 

青少年相談員 

(社会文化部） 

（大塚さん） 

報

告 

 活動なし 

 総会出席 

メ

モ 

【予定】青少年相談員主催のドッジボール大会があるので、興味のあるお子さんはチームを作って

是非参加してください。 

交通安全対策協議

会委員 

（柳瀬さん） 

報

告 

4/5 
春の全国交通安全運動団結式及び啓発キャンペーン 

新浦安駅前広場において団結式後、交通安全のリーフレットと啓発物資を配布 

  

メ

モ 
【予定】 

青少年補導員 

（遠藤さん） 

報

告 

3/22 べかぶね編集会議 

  

パトロール 3/8,3/22,4/7,4/12,4/19 

メ

モ 

【予定】べかぶね編集会議 6/21,7月  

H29度市補連定期総会・ 第１回ブロック会議６/１ 

パトロール 5/10,5/24,6/14,6/28 

防犯協会 

支部長 

（河手さん） 

報

告 

 活動なし 

  

メ

モ 
【予定】5月で任期が終わり、河手さんから保坂さんに変わります。1年間ありがとうございました。 

 

 

 

５．通年活動の活動報告等 

おはなし 

おはなし 

報告 今年度代表：5年和田さん 

メモ  

本のおたすけ隊 報告 3/9最終活動日 今年度代表：引き続き 大幸さん(2,6年) 

メモ  

 

緑の 

ボランティア 

報告 今年度代表：4年松本さん 

メモ 4/19(水)活動日 予備日 4/26(水) 

季節を飾る会 報告 今年度代表：3年岡村さん 

4/13(木) 鯉のぼりの飾りつけ 

メモ  

 

ネット 

ボランティア 

報告 4/22以降、富小ＰＴＡホームページをリニューアル 

メモ  

 

ベルマーク 

 

報告 今年度代表：引き続き 吉川さん(4年) 

メモ  

 

お父さんの会 

報告 今年度代表：6年大道さん 

メモ 5/13(土)お父さんの会 総会 



 

絵本の 

読み聞かせ 

報告 今年度代表：2,5年石井さん 

メモ 5/9(火)第１回活動日 

 

トリムバレー 

 

報告  

メモ 5/13(土)顔合わせ会 

 

※通年活動代表顔合わせ会 5月 13日(土)11：00～ 

 

 

６．ＰＴＡ改革の進捗報告 

 ・（６）の＜過年度からの申し送り事項＞と同じ。 

 ・ 富小ＰＴＡのホームページをリニューアルしてＵＰしますので、是非見てください。 

７．運動会について 

 ・お手伝い、PTA競技について   

  学校からの依頼があり、運動会前日準備と、当日の後片付けのお手伝いをします。前日準備は、万国旗をつける、トイレにス

リッパを並べる、遊具に子どもたちが上らないようすずらんテープをまくなどの作業があります。前日は子どもの下校に差し支えない

よう12時30分から行う予定です。強制参加ではありません。部員の皆様は、前日と当日でわかれてご都合の良いほうにご参

加いただければと思います。当日のＰＴＡ競技（つなひき）参加者の募集、来賓接待などは本部役員で行っていきます。詳

しくは 5月の運営委員会でお伝えします。 

８．ＰＴＡだより掲載事項の確認 

・総会の報告 

・運営委員会の日程 

・PTA会費集金について 

・通年活動について 

 （代表者名、新規加入者数の報告、参加のお願い等） 

・クラス役員選出の御礼（選考部より記事原稿受領済） 

・街頭指導に関してのお知らせ（校外部より記事原稿受領済） 

 

 

 

                                                                       以上 

 

出席者 （敬称略）:橋本校長、加藤教頭、伊藤先生、正木、大隅、斎藤、加藤、森、高柳、前島、宮平、長谷川、濱田 

岩﨑、和久井、森川、木村、笹野、佐藤、小川、石井、村瀬、渡邉、八田、大塚、菱山、遠藤、坂庭、河手、保坂、樋山 

委任状出席者：交通安全対策協議会委員(柳瀬) 


