
平成 30 年 5 月 12 日 

 

第 2 回運営委員会 議事録 （完成版） 

 

【会長挨拶】 

入学・進級直後の慣らし期間を終え、いよいよ本格的に 1 学期が進みだします。例年通り、運動会が予定され、

授業の合間に練習を重ねているようです。勝敗も気になりますが、出し切る事を応援・後押ししたいと思って

おります。PTA 活動の側面では、学校と協力し合うことにより円滑な進行を目指したいと考えます。また、

PTA のお揃い T シャツ等を目印に、保護者の輪も広げて頂けると幸いです。本年も、皆様のご協力をお願い

致します。 

 

【校長挨拶】  

ＧＷ明けは疲れもあり子ども達も気が緩む時期かと思いましたが、欠席者も少なく元気に登校出来ています。

1 年生をはじめ各クラス、落ち着いています。現在、運動会練習の真最中ですが、組体操など各競技で安全に

配慮しながら練習に取り組んでいます。また、6 月の陸上大会に向けても活動中ですし、応援団・音楽部・陸

上部等、色々な場面での子どもたちの活躍を楽しみにしていただければと思います。運動会前日準備・当日お

手伝いどうぞよろしくお願いします。 

 

１．学校より  

（教頭先生） 

・クリーン作戦では保護者の方も活動にご参加いただきありがとうございました。5/26 に境川クリーン作戦

を予定しています。また運動会へのご協力も大変感謝いたします。 

・新潟県で痛ましい事故がありました。市内の不審者情報は、広域を対象にすると件数が多く、本当に対応が

必要な時に緊張感が伝わらないので、近隣の情報に絞ってメール配信いたします。 

・浦安市教育施策として、今年度より新たに理科教育推進教員を全小学校に配置し、本校では週３日 5-6 年

生の授業に入るとともに 3-4 年生の授業支援を行っています。また、少人数教育推進教員は 3 名の配置予定

のうち 2 名の配置となっており、残り 1 名の着任までは教頭が対応しています。 

・土日は昇降口職員玄関 1 か所のみ開錠となります。教員にて入退館を把握したいので、PTA 部会開催時は

予定時間をご報告いただくようお願いします。なお教員不在時の職員室への入室はご遠慮ください。 

 

（伊藤先生） 

新年度で日課表が変わりましたが子ども達も慣れてきた様子です。暑くなってきましたので、水分補給のお茶

やタオルを持たせていただきますようお願いします。運動会当日の門の開閉については 7 時半開門とさせてい

ただきます。また今年度より運動会をはじめ富岡フェスティバルなど全校一斉の行事への参加にあたり自転車

は禁止という運営にしますのでご理解ご協力お願いいたします。 

 

 

２．活動報告 

 4/21(土) 第 39 回定期総会・第１回拡大運営委員会・新旧役員懇親会 

 5/11(金) 市 P 連定期総会、懇親会  文化会館 (受付 18 時～、総会 18：30～) 

 5/12(土) 本部役員会（9：00～）定例運営委員会（10：00～） 

通年活動代表顔合わせ会・スポーツ大会選手顔合わせ会(11：00～) 

広報セミナー(広報部):市 P 連主催（受付 15 時～、総会 15：30～17：00）高洲公民館 

 

３．今後の予定 

 5/18(金) 運動会前日準備お手伝い 

 5/19(土) 運動会お手伝い 

 5/23(水) ＰＴＡ会費集金日 

 5/26(土) 境川クリーン作戦(選考部) 

 6/9(土) 本部役員会（9：00～）定例運営委員会（10：00～） 

  市 P 連スポーツ大会実行委員会（18：30～）文化会館３F 大会議室 

 6/16(土)  防災セミナー:市 P 連主催（15：30～17：30）富岡公民館（だよりで公募） 

  市 P 連第 1 回運営委員会（18：30～20：30）富岡公民館 



 

4． 本部役員より 

(1) 市Ｐ連関連 

①5/11(金) 市 P 連定期総会 …4 名（校長・教頭・正木・森）参加。(参加者総数 134 名) 

＜市長より＞ 

・理科教育推進の方向性について（理科教員増員配置） 

・子どもの 1 秒 1 秒を大切に、子どものため出来ることをやっていきましょう。 

＜市 P 連会長（堀江中 PTA 会長）より＞ 

・市 P 連は各校の単独 PTA を支える組織なので、気軽に相談し協力し合いましょう。 

・子どもたちが未来への希望を持てるような育て方をしていきましょう。 

 

②9/17(月･祝)「スポーツ大会開催」会場：総合体育館他 

⇒トリムバレー・ソフトボールとも参加予定 

⇒6/9(土) 18 時～スポーツ大会実行委員会 

 

 

(2) ＰＴＡ会費の集金について（会計） 

・5/14(月) PTA 会費集金のお知らせを配布 

・5/23(水) 学級文化部と協力して PTA 会費集金（8:20～学級文化部にて集金開始） 

 

 

(3) 卒業記念品注文について（会計） 

・4/26(月) 卒業証書ホルダーと胸花を 4 月現在 6 年児童数に基づき 67 個注文 

  （4 月現在 6 年児童数 64 名＋3 名予備） 

 

 

(4) 出金報告（会計） 

・４月分（支出） 18,094 円（市Ｐ連関連交際費 5,000 円、インク代/用紙代等 13,094 円） 

 

 

(5) その他連絡事項（書記） 

・進行表や議事録は、必ずマーカーや取消線等で修正・追記が分かるよう編集してください。 

・Dropbox のファイルを直接修正した場合、メーリングリストで修正報告をお願いします。 

・進行表完成版の〆切超過後は印刷対応できない為、当日担当にて口頭で伝達してください。 

・夜間早朝（22 時～6 時）のメール発信は避けてください。（役員注意事項に明記） 

 



５．各部より 

 報告 予定 

(1) 学級文化部 

部会 5/12(土) 集金袋作成 6/9(土) 部会開催予定 

活動 
 

 

 5/23(水) PTA 会費集金・集計作業 

メモ  

(2) 校外部 

部会 5/9（水） 

前年度からの引継ぎ、年間行事

と街頭指導日程の確認、運動会

お手伝い・委員会参加予定者、

市Ｐ連参加希望有無、質疑応答 

  

活動 

   随時街頭指導アンケート配

布、転入出生への案内、腕章

管理 

メモ 

腕章管理をデータベース化し、管理・検索が容易になりました。 

【質問】下校時刻の確認（始・終業式、浦教研、６年生を送る会） 

街頭指導では下校時刻が重要で、配布アンケートに組み込む為、尚早に知りたい為 

【教頭回答】学校からの連絡メールで正確に最新情報を発信するようにします。あらかじめ分か

っているものは早めにお伝えします。 

⇒街頭指導お手紙で学校からの連絡メールで下校時刻を確認するよう注意喚起する。 

（特別会員には会長が連絡メールを転送している。今年度より特別会員にメール登録方法をご案

内している。今後の連絡方法について会長・校外部どちらが行うか検討する。） 

(3) 選考部 

部会 5/9（水） 青少年相談員の募集作業 

① 5/16(水) 

 

 

 

 

② 6/9(土) 
 

 

 

① 青少年相談員の募集用紙

集計、ダブルチェック、

候補者決定または再募集

に向けての準備 

② 青少年相談員の再募集用

紙集計、ダブルチェック、

候補者決定または候補者

なしの場合は運営委員会

にて抽選を実施 

活動   5/26(土) 境川クリーン作戦 2 名参加 

メモ 

・地域協力委員は任期 3 年で選考が難航しがちのため、メリット情報の共有方法を検討し、次回

募集時にはうまくアピールしていきたい。 

・2 巡目の役員について、役にはつかなくてよい等の負担軽減策を検討中。 

・次年度以降、6 年生の選考部 2 人選出の必要性について要検討。 

(4) 広報部 

部会   6/12（火）  

活動 5/12(土) 広報セミナー   

メモ 
発行頻度は下げず、紙面掲載ネタ（運営委員会の議事録・運動会など）を探していく。各部から

も直接広報部へ掲載依頼を行う。ただし校了から印刷まで 2 週間かかるため早めに連携してほし

い。本部より中学校制服について掲載依頼あり、5/13 にメール送付。 

 

 



 

６．その他 

 

① 運動会お手伝い（準備と後片付け）について 

・別紙参照「運動会のお手伝いについて」 

・前日準備（12：15 体育館に集合） 

低学年下校時刻 12：55 までに終了、4 年生 13：30 下校、5～6 年生 15：10 下校 

※学校からの連絡メール配信に誤りあり（×4～6 年生 15：25 下校） 

・Ｔシャツ持ち帰り、本部役員各部員 全員着用（管理簿に名前・番号記入） 

・当日（7：30 開門）本部役員 8：10 集合、運動会終了後に各場所にて集合・解散 

 

② 運動会ＰＴＡ競技について 

・赤白 50 名ずつ（男性 25 名・女性 25 名）募集。 

・子どもの点数に含まれないので空いているほうに参加していただく。 

・毎年集まりが悪いので競技前に召集の放送をかけてもらう。 

・富岡音頭にも本部役員各部員はできるだけ全員参加しましょう。 

 

③ 周年行事実行委員会 

・学校と調整中、予算 50 万円、やりたいことがあれば本部へぜひ提案してください。 

 

 

出席者（敬称略）：橋本校長、加藤教頭、伊藤先生、正木、斎藤、高柳、森、川本、中川、稲木、藤原、富澤、

岩﨑、伊藤、大川、浅川、竹本、小野（佐々木校外部長代理）、伊藤、大幸、村瀬（植月選考部副部長代理）、

石田（小山広報部長代理）、大住（庭瀬広報部副部長代理） 

 

 

※次回は 6 月 9 日（土）定例運営委員会です。 


