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                                                      平成 28年９月３日 

富岡小学校 PTA会議室 

10:05～11:00 

 

 

9月度定例運営委員会 議事録 
【会長挨拶】 

 おはようございます。２ヶ月ぶりの運営委員会です。 

  夏休み期間中に行った PTA活動にてトラブルはありませんでしたか？何かあったならば、本校 PTAは保険

に加入しておりますので、ご連絡ください。 

  前回の運営委員会において承認された「PTA 改革」を進めています。この「PTA 改革」では、種々のテー

マを挙げていますが、先ずは、「役員数低減」と「財政の健全化」を優先して進めていきたいと考えていま

す。 

  広報部においては、「広報紙に関するアンケート」を実施するなど、ご協力をいただいています。ありが

とうございます。今後も、皆さんのご協力をお願いします。 

 

【校長挨拶】  

 おはようございます。 

 学校では一昨日から２学期が始まりました。夏休みはどのように過ごされたのでしょうか？登校する子ども

達の笑顔を見て、「充実した日々を過ごせたのだな」と感じております。また、大きなケガや病気をした児童

がいる、との連絡を受けておらず、安心しております。 

 新学期開始の９月１日には「引き渡し訓練」があり、多くの保護者の方のご協力をいただきました。ありが

とうございました。 

 ２学期は学校で過ごす日数が一番多く、また行事も沢山あります。６年生の修学旅行、５年生の林間学校を

はじめ、各学年の校外学習、富小フェスティバルなどがあり、また各種の大会もあります。そして、本日は、

校庭にて、お父さんの会により校庭キャンプを実施していただいています。このような様々な行事の体験を通

じて、子ども達は大きく成長できるのではないかと思います。ご協力をお願いします。 

 また、学校についてお気付きの点、ご意見等がありましたら、遠慮なくお伝えください。 

 

 

 

１．学校より  

（教頭先生） 

 夏休み中には、学校の工事でご迷惑をおかけしましたが、その工事もほぼ終了しました。「富岡小学校だよ

り」にてお伝えしましたように、門扉が新しくなり、富岡門には児童通路ができました。また、一部教室に残

っていた絨毯が撤去され、一部の教室の照明がＬＥＤ化されました。ただ、体育館の多目的トイレの設置工事

については、まだ完成しておらす、９月中旬の完成予定です。 

 

（磯野先生) 

 ２学期の９月～11 月には、多くの行事が予定されています。９月には、６年生の修学旅行、５年生の林間

学校、１年生と２年生合同の校外学習、３年生および４年生の校外学習が予定されており、また６年生におい

ては、日本文化の体験学習が開始されます。ただ、天候に恵まれず、行事が延期を余儀なくされることもあり

ます。昨年度を例にとると、修学旅行などは、一ヶ月延期されました。このように、行事が天候等により、延

期されることもありますので、その際には、保護者の皆様のご理解およびご協力をお願いいたします。 

 また、10月には、部活動関連の大会がいくつかあったり、10月 21日開催の「富中学区音楽発表会」などが

あったりと、子ども達の活躍が大いに期待されます。尚、「富中地区音楽会」は、例年、文化会館にて行われ

ている市内全体の音楽祭が、文化会館の工事に伴って開催することができないため、それに代わって開催され

るものです。学校では、10 月上旬に１週間にわたって来年度新入生の保護者対象の学校公開が実施され、そ

の後半期間はオープン参観日にもなります。是非、ご参観ください。 
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２．活動報告 

 7/2 (土) 1学期学級監査 

 7/3 （日）  市Ｐ連スポーツ大会第 1 回実行委員会(13：00～15：00 堀江公民館 トリム、ソフト実行

委員、会長) 

 7/12 (火)  給食センター運営委員会(13：30～ 消防本部 下田) 

 7/23 (土)  市Ｐ連スポーツ大会第 2 回ソフト、トリム実行委員会(18：00～20：00 日出公民館、各実

行委員、正木、会長) 

 8/20 (土)  市Ｐ連スポーツ大会第 3 回トリム実行委員会、キャプテン会議(15：00～17：00 高洲公民

館、トリム実行委員) 

 8/27 (土)  市Ｐ連ＡＥＤ講習(15:30～18:00 高洲公民館 正木) 

        市Ｐ連スポーツ大会第 3回ソフト実行委員会(14：00～15：00 高洲公民館 正木) 

        Ｐ連第２回運営委員会(18：30～20：00 高洲公民館 正木、会長) 

 9/1   (木)  ２学期始業式・中学校区合同引き渡し避難訓練   

 9/3 (土) 本部役員会(9：00～) 定例運営委員会(10：00～) 

 

＊各活動に参加くださった皆さん、ありがとうございます。 

 

 

 

3．今後の予定 

 9/3,4 (土,日) 富小お父さんの会「校庭キャンプ」 

 9/10 (土)  市Ｐ連スポーツ大会第 4回ソフト、トリム実行委員会 (18:00～ 各実行委員、正木、会長) 

        富岡中学校体育祭 

 9/18 (日)  市Ｐ連スポーツ大会 前日準備（17：00～21：00） 

 9/19 (月)  市Ｐ連スポーツ大会（終日） 

 9/24 (土)  市Ｐ連スポーツ大会第 5回ソフト、トリム実行委員会 (18:30～ 各実行委員、正木、会長) 

 10/1 (土) 本部役員会（9：00～）定例運営委員会（10：00～） 

        富岡幼稚園運動会（正木） 

 

 

 

4． 本部役員会より 

(１)市Ｐ連関連 

 ①9月 19日開催のスポーツ大会について 

  ・富小からは、男子ソフトボールチーム、男子トリムバレーチーム、女子トリムバレーの２チームが参加

します。 

・男子ソフトボールチームは、「運営委員会だより」などでメンバーを募集しましたが、単独チームを結

成することができず、富中との合同チームでの参加です。 

  ・荒天による大会の中止は、基本的に、当日の 7時頃までに、市Ｐ連のＨＰにて連絡されます。但し、台

風により前日等に中止が決定される場合には、参加者等にはメール連絡があります。 

・各チームの試合時間等は下記の通りです。応援をお願いします。 

   ◆男子ソフトボール（富中合同チーム）：舞浜球技場Ａ Ａブロック 
    9:00 富岡合同対入船小 勝てば 高州北小か北部小の勝者と 11:00～ 

    勝ち進むと 14:00～準決勝 

◆男子トリムバレーチーム：総合体育館 Ａブロック 

先生方（校長先生、教頭先生、村中先生、肥田先生、新田先生、橋本先生、伊東先生）と保護者２名 

10:50 対富岡中Ａ 11:50 対美浜中Ｂ 

13:50  対美浜中Ａ 14:50  対富岡中Ｂ 

◆女子トリムバレーチーム：総合体育館 

    Ａチーム（Ｆブロック）保護者 7名 

    10:20  対北部小 12:20 対富岡中Ａ 14:20 高州小Ｂ 15:20 南小Ｂ 

    Ｂチーム（Ｈブロック）保護者 7名 

    10:20 対堀江中  11:50 対舞浜小  12:50 対見明川小 14:50 対高州北小Ａ 
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 ②9月 19日開催の大運動会について 

  ・スポーツ大会と同日に、「第２回大運動会」が開催されます。詳細は市Ｐ連のＨＰに掲載されています。

都合のつく方は、是非、ご参加ください。また、周りに気になっているような方がいれば、ご案内くだ

さい。 

  ・具体的には、午前の部の競技として、「親子マラソンリレー」が行われ、午後の部の競技としては、「大

人サッカー」が行われます。 

  ・申し込みは、市Ｐ連のＨＰにて受け付けています。申込み期限は、9月 17日です。 

   

 ③市Ｐ連のＨＰについて 

 ・リニューアルされて、大変見やすくなっています。 

 ・是非、ご覧ください。 

 

 ④10月 9日開催の「スポーツフェア」のお手伝いにつて 

 ・お手伝いくださる方を募集しています。ご協力をお願いします。 

 

 

（２）出納報告（会計） 

  ７月分  収入なし  支出 50,513円（広報部、本部） 

  ８月分  収入・支出なし 
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５．各部より 

(１)各部からの報告  

 報告 予定 

(1) 学級文化部 

部会 7/2(土)  9/3(土) 11：00 

活動 

7/4(月) 

7/19(木) 

給食センター見学試食会 

学校保健委員会の６年生対

象の「薬物乱用防止教室」の

お手伝い 

11/2(水) 芸術鑑賞教室開催予定 

メモ 

・9/3の部会では、各学年の学年活動の検討報告および確認を行う予定です。 

・「薬物乱用防止教室」では、お茶出し等のお手伝いをしました。保護者の参加者が 

1名と少なかったため、ご担当の養護教諭の峯田先生が、もっと保護者の方にも参

加いただけたら、とおっしゃっていました。他学年の保護者が参加してもよいので

はないかというご意見もいただきました。今後、学校保健委員会では５年生対象の

「命の教室」なども開催される予定です。ご参加をお願いします。 

(2) 校外部 

部会 7/2(土) 11：00～   

活動 

7/4(月) 

 

7/20(水) 

「夏季街頭指導ご協力のお

願い」のお手紙配布 

夏季市内一斉防犯パトロー

ルの実施(17時～) 

  

メモ ・夏季市内一斉防犯パトロールは、校外部から 7名参加いたしました。 

(3) 選考部 

部会   10/1(土)  

活動   
10月 次年度の本部役員・地域協力

委員の選考活動開始 

メモ 
・この定例運営委員会後にも、次年度の本部役員・地域協力委員の募集のお手紙の作

成等を行う予定です。 

(4) 広報部 

部会 9/1（木） 9：30～   

活動 

7/14(木) 

7/15(金) 

7/29(金) 

 

 

広報紙納品 

広報紙配布 

運営委員会構成委員に対し

て広報紙に関するアンケー

ト配信 

  

メモ 

・夏休み中にもかかわらす、広報紙に関するアンケートへのご協力をありがとうござ

いました。まだご回答をいただいていない方もおりますので、ご協力をお願いしま

す。そのご回答を待って集計を行い、今後の広報紙のあり方についての検討を進め

ていきたいと思います。 

・アンケートにより、子ども達の写真を楽しみにしている方が多くいることがわかり

ました。この子ども達の写真掲載は、ＰＴＡ活動の広報には合致してはいないかも

しれませんが、配布された広報紙を読んでいただける「きっかけ」の役割を担って

いるのではないかと考えています。 

・次号の「とみおか」の紙面構成等の検討も進めています。 

 

 

(２)各部の今後の活動等に関する確認等 

 ①選考部 

  ・現在進めているＰＴＡ改革に伴って次年度の役員構成等が変更されることはないため（上記の「６．」

参照）、例年通りに役員募集を行っていく、ということが確認されました。 

 ②広報部 

  ・アンケートに未回答の方は、9/7(水)までに回答をお願いします。 

  ・運営委員会構成員に対するアンケートの集計結果をふまえ、必要に応じて会員に対しても「広報紙に関

するアンケート」を実施するか否かを検討する、ということが確認されました。 

  ・会員に対するアンケートを実施する場合には、質問事項を精査して簡素化する、ということが広報部よ

り提案されました。 

  ・また、会員に対するアンケートは、ＨＰを利用して実施することが提案され、その場合にはアンケート

に対する協力要請を学校メールによって行っていただけるとのことを、教頭先生に快諾いただけました。 
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６．ＰＴＡ改革について 

（１）進捗報告（会長） 

  ①活動目的の見直し（担当：会長） 

・担当は、会長です。 

   ・作業中です。 

 

  ②活動の手順化による負担低減（担当：会長） 

   

  ③広報活動の見直し（担当：広報部、大隅、永利） 

   ・運営委員会構成員に対してアンケートを実施しました。（上記の「５．」参照） 

 

  ④街頭指導の見直し（担当：正木、山本） 

   ・街頭指導の見直しを行って校外部の縮小（廃止）が行われた場合であっても、現状の街頭指導システ

ムは残します。 

   ・現状の街頭指導システムを構築してくださった岡本元会長とも相談をし、検討していきたいと思って

います。 

 

 ⑤情報発信方法の見直し（担当：会長） 

  ・「だより」にてＳＥ等の募集をしましたが、ＳＥや応援の応募はゼロでした。 

  ・知り合いに相談中です。 

 

⑥40周年予算検討（担当：下田、永利、大隅） 

・特別委員会の開設が提案され、承認されました。 

・この特別委員会は、担当の副会長を含め６名程で構成され、任期は２年（但し、役員カウントはされ

ません）です。 

・「運営委員会だより」にて、特別委員を３名程募集します。 

 

  ⑦事務費の削減（担当：会計） 

   ・会計による事務費確認作業により、事務費の殆どを紙・インク代が占めていることが明らかとなりま

した。 

 

  ⑧児童文化振興活動の拡大（担当：会長、正木） 

・今年度は、定例とおり開催、来年度については他校に共同開催を打診中です。 

 

 ⑨専門部会活動の広報（広報部、書記） 

・今年度、本部役員活動の広報を書記が担当、専門部会活動の広報を広報部が担当することが確認され

ました。 

・書記による本部役員活動の広報は、「運営委員会だより」の特別号により行うことが確認されました。

また、その特別号は、選考部による本部役員・地域協力委員の募集のお手紙が配布される前に発行す

ることが確認されました。 

・広報部による専門部会活動の広報は、次号の広報紙「とみおか」により行うことが確認されました。 

   

  ⑩庶務の増設 

・次年度以降に検討していきます。 

・総会を経ることなくして役員構成を変更することができないため、次年度の本部役員として「庶務」

を募集することができませんが、今後、ＰＴＡ改革を進めていくにあたっては、必要に応じ、会則に

則って「庶務」の役割を担う人員の確保を検討していきたいと思います。 

 

＊PTA改革について何かあれば、会長迄、メールにて連絡をお願いします。 
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７．その他 

 （１）運営委員会だより掲載事項の確認（書記） 

 ①学級文化部 

  ・学年活動について 

 

 ②本部役員会 

  ・市Ｐ連スポーツ大会のソフトボールの応募が少なかったために富中との合同参加になったことの報告 

・市Ｐ連スポーツ大会（試合時間等）について 

  ・市Ｐ連主催の大運動会、ＨＰがリニューアルのアピール 

  ・市Ｐ連のスポーツ大会の中止は、基本的にＨＰにて行われるとの連絡 

  ・通年活動「本の読み聞かせ」の参加者募集 

 

 ③ＰＴＡ改革関連 

  ・40周年予算検討のための特別委員会の開設の報告、および委員の募集 

  ・「情報発信方法の見直し」に関連するＳＥや応援の応募がゼロであったことの報告 

 

＊その他、だより掲載希望事項がありましたら、書記までご連絡をお願いします。9/4までにご連絡いただけ

れば幸いです。 

 

 

（２）10月 21日開催の「富中学区音楽発表会」のお手伝いについて 

 ・教頭先生より、6年生の保護者の方、あるいは PTA役員の方に、お手伝いをお願いしたいと思っているの

で、その際には、ご協力をお願いします、との要請がありました。 

 

 

（３）広報部アンケートへの回答協力要請 

 ・繰り返しになりますが、回答がまだの方は、9/7(水)までに回答をお願いします。 

以上 

 

 

 

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、樋山、相

木、長谷川、濱田、和久井、井上、小幡、佐々木、小川、池田、川原崎、黒石、天野 


