
 

                    

                

【会長挨拶】 

運動会お疲れさまでした。PTA競技は、みなさまのご参加とご声援をいただき、大変、盛り上がりました。

ありがとうございました。また、運動会の準備、片付けにご参加いただきました PTA役員、お父さんの会の

みなさん、ありがとうございました。 

 さて、来年度以降に向けた活動「本会の更なる進化」は、課題抽出のための現状調査を行っており、７月

の運営委員会で、調査結果、課題、改善策について報告し議論します。来年度役員募集の時期を一区切りと

みて進めていきます。みなさまからのご意見をいただくこともありますので、ご協力をお願いします。 

【校長挨拶】 

 6 月 11 日（土）に富岡公民館のオープニングセレモニーがあり、音楽部の子供たちが演奏しました。4 年

生の子供たちも音出しをして、上手に演奏しておりました。また、ミニバスケットボールの試合も、本日東

野小学校で行われており、子供たちが活躍しています。 

 感動の運動会からあっという間に 3週間が経ってしまいました。準備、運営、片付けまでご協力ありがと

うございました。子供たちも一生懸命頑張っていて、素晴らしい運動会になったと思います。 

 先週の土曜日には陸上大会がありました。ハードルが倒れるほどの大風の中、それぞれの競技を頑張って

いました。また、タータントラックで走る経験ができたこともよかったと思います。応援も一生懸命行って

いました。 

 6 月は 1 学期の中で 1 番落ち着いて学習できる月なので、しっかりと学習に取り組めるようにしていきた

いと思います。 

【学校より】 

学校関係の工事が夏休み中に入ります。一つ目は、門扉の工事です。富岡門は現在教育センター側と学校

側が交錯するような形になっていますが、センター側に別の門扉を作り、完全に分離します。それに伴い、

新しくフェンスや柵を作り、通路を整備していきます。正門も損傷しているので、新しく取り換えます。二

つ目は、体育館のトイレですが、車いすの入る身障者用のトイレを新設します。三つ目に学校で一か所残っ

ている絨毯の箇所を新しい床に替える予定です。いずれも迷惑のあまりかからない夏休みに予定しておりま

すので、ご承知いただきたいと思います。 

 

高学年は、音楽部、ミニバス部、陸上部と活躍しています。陸上大会では、4，5年女子の 100メートルで

市内 1位の児童がおりました。また、女子のリレーでは決勝に残ることができました。学校が小規模になっ

てから初めての快挙です。 

 全学年に関しては、なかよしタイムという交流活動に取り組んでいます。1年生と 6年生、2年生と 4年生、

3年生と 5年生がかかわって交流を深めています。また、5年生は幼稚園や保育園との交流も始まりました。

小規模な学校ですが、様々なかかわりを通して人間関係を育んでいきたいと思います。 

 

 6月からプールが始まります。 

健康面、安全面に気をつけて取り組んでいきたいと思います。 
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【トリムバレーの通年化について】 

・５月度運営委員会にて、昨年度からの検討事項であった、トリムバレーを通年活動とすることが承認され

ました。秋に開催予定の市 P連主催のスポーツ大会の結果をもって活動報告と致します。 

・誰でも参加可能なオープン練習日を設け、ＨＰにて参加の希望者を募りたいと思います。 

是非、ご参加ください。 

【市Ｐ連主催スポーツ大会メンバー大募集！】 

・市Ｐ連主催スポーツ大会が９月１９日（祝・月）に行われます。トリムバレー、ソフトボールに参加でき

る方を募集しています。ソフトボールは人数が足らず富小チームを作れない状態です。是非ご参加ください 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＴＡ会費集金】 

 PTA会費の集金が滞りなく終了しました。ご協力有難うございました。 

【次回運営委員会と運営委員会だよりについて】 

 次回の運営委員会は７月２日(土)10 時から PTA 会議室にて開催します。運営委員会だよりは、紙面掲載内

容の見直しを行った結果、運営委員会毎の発行と致します。訂正してお詫び申し上げます。 

 

 

 
 
 

運営委員会からのお知らせ 

 

【校外部より】 

日頃から街頭指導にご協力いただきありがとうございます。 

今年度の街頭指導で、日生の前の横断歩道を学校側に渡ってしまっている児童が 

新 1年生に特に多く見受けられます。「信号のない横断歩道は渡らないでね。」 

ということを再度ご家庭でお話しして頂けますようにお願いいたします。 

【広報部より】 

ＰＴＡ広報部の活動として、広報誌『とみおか』を発行しています。 

広報誌は、富小歴代校長や市内小中学校および学区内自治会に配布いたしますので、誌面に掲載されたお子様

と会員の皆さまの写真が、不特定多数の方々の目に触れる場合もございます。 

写真掲載につきまして、会員皆さまのご理解を頂きたくお願い申しあげます。 

なお、この書面を持ちまして発行の際の写真掲載確認とさせて頂きますので、ご了承ください。 

ご不明な点などございましたら、広報部までお問い合わせください。 

 

 

 

 

各専門部会より 

一緒にトリムバレーをやりませんか？ 
練習日 毎週金曜日 １９：００～２１：００ 
        日曜日 １３：００～１６：００ 
場所 富岡小学校体育館 
特に男子メンバーお待ちしています！！ 

参加していただける方は、メモで結
構ですので、 
宛先 ＰＴＡ本部役員行 
① お子さんのお名前 
② 学年、組 
③ 出場するお父さんのお名前 
④ 連絡先（メールアドレス） 
をご記入の上、担任の先生または、
副会長正木までお持ちください。 

PTA運営委員会だよりに議事録を追加し、今後ＨＰに掲載致します。 

活動報告・予定、会計報告などの詳細は議事録を是非ご覧ください。 

 

『富小古本市（不要図書のリサイクル市）』のための家庭内の不要図書を募集しています。 

回収は、学校の開いている時間ならいつでも、３階図書室カウンターか、図書室前の回収箱 

にお持ちください。子供に持たせても大丈夫です。 

『本のおたすけ隊』が治せる範囲で修繕・クリーニングして、古本市に出品したいと思います。 

 



平成 28年 6月 11日 

 

6 月度定例運営委員会 議事録 

 

【会長挨拶】 

 運動会お疲れさまでした。大きなトラブルもなく、滞りなく進めることができてよかったと思います。 

 総会の時にも少しお伝えしましたが、現在、富小 PTAの強みと弱みを分析し、来年度に向けた変更点等を資料

にまとめています。副会長に内容を確認してもらっていますが、7 月には、運営委員の皆さんに見ていただきた

いと思っています。来年度に向けて改善していく内容を今年度のメンバーで決めていきたいと思いますので、ご

一読ください。 

【校長挨拶】 

 お暑い中お集まりいただき、ありがとうございます。 

 本日富岡公民館のオープニングセレモニーがあり、音楽部の子供たちが演奏しました。4 年生の子供たちも音

出しをして、上手に演奏しておりました。また、ミニバスケットボールの試合も、本日東野小学校で行われてお

り、子供たちが活躍しています。 

 感動の運動会からあっという間に 3週間が経ってしまいました。準備、運営、片付けまでご協力ありがとうご

ざいました。子供たちも一生懸命頑張っていて、素晴らしい運動会になったと思います。 

 先週の土曜日には陸上大会がありました。ハードルが倒れるほどの大風の中、それぞれの競技を頑張っていま

した。また、タータントラックで走る経験ができたこともよかったと思います。応援も一生懸命行っていました。 

 6月は 1学期の中で 1番落ち着いて学習できる月なので、落ち着いて学習に取り組めるようにしていきたいと

思います。 

 

1． 学校より  

 （教頭先生） 

 学校関係の工事が夏休み中に入ります。一つ目は、門扉の工事です。富岡門は現在教育センター側と学校側の

が交錯するような形になっていますが、センター側に別の門扉を作り、完全に分離します。それに伴い、新しく

フェンスや柵を作り、通路を整備していきます。正門も損傷しているので、新しく取り換えます。二つ目は、体

育館のトイレですが、車いすの入る身障者用のトイレを新設します。三つ目に学校で一か所残っている絨毯の箇

所を新しい床に替える予定です。いずれも迷惑のあまりかからない夏休みに予定しておりますので、ご承知いた

だきたいと思います。この工事については、後日改めて連絡いたします。 

 

（磯野先生） 

 運動会ありがとうございました。大きな怪我もなく、どの児童も活躍できたのではないかと思います。 

 高学年は、音楽部、ミニバス部、陸上部と活躍しています。陸上大会では、4，5年女子の 100メートルで市内

1 位の児童がおりました。また、女子のリレーでは決勝に残ることができました。学校が小規模になってから初

めての快挙です。 

 全学年に関しては、なかよしタイムという交流活動に取り組んでいます。1年生と 6年生、2年生と 4年生、3

年生と 5 年生がかかわって交流を深めています。また、5 年生は幼稚園や保育園との交流も始まりました。小規

模な学校ですが、様々なかかわりを通して人間関係を育んでいきたいと思います。 

 6月からプールが始まります。健康面、安全面に気をつけて取り組んでいきたいと思います。 

 

2． 活動報告 

5/14 (土) 通年活動顔合わせ会（11:00～）、市Ｐ連スポーツ大会参加者顔合わせ会（11:00～） 

市Ｐ連広報セミナー（13:00～15：00 堀江公民館、広報部より 3名出席） 

5/20 (金) 運動会前日準備 

富岡中学校区青少年健全育成連絡会第１回総会 

5/21 (土) 運動会 

5/25 (水) PTA会費集金日 

5/28 (土) 境川クリーン作戦お手伝い（10:00～12:00選考部より 2名出席） 

6/11 (土） 本部役員会（9：00～）定例運営委員会（10：00） 



 

3． 今後の予定 

 

6/25 (土) 市Ｐ連第１回運営委員会（18:30～高洲公民館） 

市Ｐ連防災セミナー(15:30～18:00 高洲公民館) 

7/2 (土) 本部役員会（09:00～）、拡大運営委員会（10:00～） 

 

 

4． 本部役員会より 

（１）市Ｐ連関連（永利） 

●市Ｐ連スポーツ大会の顔合わせがありました。今回はソフトボール 1チームが富岡中学校と合同で参加しま

す。トリムボールは女子が 2チーム、男子が 1チームの参加です。トリムボール男子チームは保護者の参加

が 2 名ということなので、是非先生方のご協力をお願いいたします。6/3 から練習が始まっています。金曜

日 19：00～21：00まで、日曜日 13：00～16：00、富岡小学校の体育館で行っています。 

 

●防災セミナーの公募をしましたが、希望者がいませんでした。運営委員の方で参加希望される方は、正木ま

でお知らせください。 

 

（２）会計より（濱田） 

●PTA会費の集金が滞りなく終了しました。ご協力有難うございました。本日、各部に仮払いを行います。 

●7月 2日に 1学期の学級、学年監査を行いますので宜しくお願い致します。 

●５月分出納報告 

     収入  【本部】708,000円（平成 28年度 PTA会費） 

支出  【本部】 （市Ｐ連会費振込手数料込）15,308円 

             (市 P連懇親会費）6,000円 

              (卒業祝品振込手数料込）30,430円 

              (封筒代）216円 

        【選考部】（USBメモリ）1,058円 

 

 

5． 各部より 

 報告 予定 

(1) 学級文化部 

部会 5/14(土) 11：00～ 7/2(土)  

活動 

5/14(土) 

5/20(金) 

5/21(土) 

5/25(水) 

5/27(金) 

ＰＴＡ会費集金袋作成 

運動会前日準備 

運動会後片付け 

ＰＴＡ会費集金・集計作業 

「給食センター見学試食会

のお知らせ」配布 

7/4(月) 給食センター見学試食会 

メ 

モ 

・7 月 4 日の給食センター見学試食会は 14 名の参加希望者があったので、給食セン

ターに報告しました。出席の方には来週お手紙を作成、配布する予定です。 

・11 月 2 日に芸術鑑賞教室を予定しています。今年度は影絵劇団「かしのき」にお

願いしました。演目は「オズの魔法使い」です。今後劇団の方と打ち合わせを行っ

ていきます。予算は２４万円です。 

・学年活動を 2 学期以降に行う予定なので、6 月 30 日の懇談会後、学年の先生と担

当で日程を調整していきます。 

(2) 校外部 

部会   6/11(土) 11：00～ 

活動 

5/20(金) 

5/21(土) 

5/25(水) 

5/30(火) 

運動会前日準備 

運動会後片付け 

１年生に防犯腕章を配布 

希望者に防犯パトロール板

を作製、配布 

6/30(木) 防犯パトロール板について

口頭説明・配布希望者確認（2

～6年生の懇談会にて） 

メ 

モ 

 



(3) 選考部 

部会  活動なし 10/1(土)  

活動 

5/20(金) 

5/21(土) 

5/28(土) 

運動会前日準備 

運動会後片付け 

境川クリーン作戦参加 

  

メ 

モ 

・10 月から次年度の本部役員、地域協力委員の募集に向けて活動していきます。募

集の立候補用紙の印刷や、募集が集まらない場合についての打ち合わせを行ってい

きます。 

(4) 広報部 

部会   6/13(月)  

活動 

5/14(土) 

5/20(金) 

5/21(土) 

 

広報セミナー参加 

運動会前日準備 

運動会写真撮影 

運動会後片付け 

6/13(月) 

7月 

 

 

原稿の入稿 

広報紙発刊予定 

 

 

メ 

モ 

・6月 13日の部会で印刷業者に回す広報誌のページの確認を行います。 

・今後、後半の広報誌の縮小について、来年度に向けての広報誌の方向性などを話し

合う予定です。 

 

 

6． その他 

（１） 運動会の反省（別紙運動会お手伝いについて参照）（永利） 

 ・前日準備について、今年度は、ＰＴＡのみで万国旗つけの作業を行ったところ、とてもスムーズでした。高

学年の児童の仕事が減ってしまいましたが、支障はないということで、来年度も同じ方法で行います。ただし、

下準備がなければスムーズには進まないので（ロープを体育館に広げ、旗を等間隔に置いておく）、今年度同

様下準備をします。来年度、旗の印つけを永利・下田で行います。 

 ・当日片付け終了後、バラバラと解散してしまいきちんとお礼をお伝えすることもできなかったので、学校の

放送で「片付けが終了しました。ご協力ありがとうございました。」とアナウンスしていただくことになりま

した。 

・外で使用してはいけない長机を児童が運んでしまうという手違いがありました。来年度はお父さんの会の手

がたくさんあるということで、机を出す係はお父さんの会にお願いします。 

 

（２）「運営委員会だより」の変更について（依田） 

 ・運営委員会だよりの発行回数や記載方法について検討を重ねています。それにより、5月の運営委員会だよ

りを発行しませんでした。発行しなかったことで、学校からの挨拶やお知らせなど、タイムリーに会員の皆様

にお伝えすることができないという問題点があがってきました。先程の本部役員会で話し合った結果、運営委

員会だよりの発行を 6回から、運営委員会ごとの発行とさせていただき、内容をシンプルに簡素化していく方

向で進めていきたいと思います。二転三転してしまい申し訳ありません。「会長、学校からの挨拶」、「それぞ

れの部から会員の皆様にお知らせしたいこと」など的をしぼって紙面に載せていきたいと考えています。 活

動報告、活動予定などを省きますが、議事録をホームページにＵＰすることで詳細をお知らせしていきたいと

思います。 

 ・学校からの挨拶は、今までの流れでは、メールでやりとりをして校長先生や教頭先生に原稿を依頼していま

したが、今回から議事録を引用させていただき、確認していただくという流れにしていきます。 

（岩崎） 

 ・目標は、来年度の書記の仕事の負担を減らしていくことです。しかし会員の皆様に伝えるべきことは、しっ

かりと伝えていきたいと思っています。ホームページの活用をして情報を見やすくするなど、今年度は試行錯

誤をしながらやり方を探っていきます。 

・運営委員会だよりで会員に伝えたいことは、運営委員会で、書記に知らせてください。 

 

（その他） 

・7月 2日（土）に運動会の打ち上げを行いますので、参加される方は、下田までお知らせください。 

 

 

 

 

出席者(敬称略)：橋本校長、福山教頭、磯野先生、岩崎、下田、山本、永利、大隅、正木、依田、相木、長谷川、濱田、

和久井、井上、小幡、佐々木、小川、江口（選考部長代理出席）、川原崎、黒石、天野、樋山 


