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平成３０年４月２１日 

４月度 拡大運営委員会 議事録（完成版） 
【会長挨拶】 

平成 29 年度に引続き、PTA 会長を務めさせていただきます正木です。平成 30 年度も、元気いっぱいの新一年生を迎

えスタートしました。子ども達が学びやすい環境の醸成と維持を目指し、会員一同、協力し合える組織でありたいと考えて

います。 

今年は、小学校創立 40周年のメモリアル年度。地域の皆さんへの感謝も忘れず、子供たちの記憶に刻まれる 1年間

にしていきたいと意気込みます。子育ては 1 人でするものではありません。家庭・学校・地域が連携することで、効果的で、

より充実した育児ができるものといわれています。 

 そのために、時代に適合した活動を目指し取り組んでまいりたいと考えますので、忌憚のないご意見をお願いしつつ、活

動や行事への皆様の変わらぬご協力をお願い致します。 

 

【校長挨拶】 

「ともに育てる・・共育」新役員のみなさんにはぜひ学校と家庭の架け橋となってください。よろしくお願いいたします。 

 

１．学校より  

（教頭先生） 教頭２年目になりました。様々な文書を年初から発信しています。今年度もご協力よろしくお願いいたします。 

（伊藤先生) 指導学習要領の移行に伴い日程などの変更も多いですが、ご理解よろしくお願いいたします。 

 

２．本部役員会 

（１）活動報告  

3/3(土)  新旧役員顔合わせ会（11:00～）   

3/14(水)  富岡幼稚園卒園式（来賓出席：前島） 

   3/15(木)  富岡中学校卒業式（来賓出席：森） 

   3/16(金)  富岡小学校卒業式（来賓出席：正木・大隅） 

   3/30(金) 離任式（花束注文＆カード作成等：長谷川・正木・大隅・前島・樋山） 

   4/7(土)  市 P連新年度顔合わせ・市Ｐ連部会担当決め（正木・高柳） 

第６回市Ｐ連運営委員会 

   4/9 (月)  始業式 

   4/10(火)  富岡小学校入学式（来賓出席：正木・森・高柳） 

   4/11(水)  富岡中学校入学式（来賓出席：大隅） 

         保護者会・学級役員全体会（選考お手伝い：森・稲木） 

   4/12(木)  富岡幼稚園入園式（来賓出席：加藤） 

   4/21(土)  総会・第１回拡大運営委員会 

（２）今後の予定 

４/21 (土) 新旧役員懇親会（18：00～） 

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～） 

        通年代表顔合わせ会・スポーツ大会選手顔合わせ会(11：00～) 

 ５/12 (土)   広報セミナー:市 P連主催（受付 15時～、総会 15：30～17：00）高洲公民館 

５/18 (金)  運動会前日準備お手伝い 

５/19 (土)  運動会お手伝い 

（３）出納報告等（会計） 

  ・PTA会費集金について 

  ・出金報告 

  ・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 P連部会役員決め(H30年度は『交流推進(体育)』担当) 

・市 P連総会への参加協力について(要請：総会 8名、懇親会 5名) 

・他校の活動(入船地区)  

 歩車分離式信号は入船＆美浜の PTAが働きかけた。 

（５）今年度の運営委員会日程 

 ・4/21(土)、5/12(土)、6/９(土)、7/7(土)、9/1(土)、10/6(土)、12/1(土)、1/26(土)、3/2(土) 

 ・６月の開催が変更になっています。注意してください。  
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・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(拡大運営委員会)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（別紙：会長࣭副会長の主な活動内容参照） 

  ・ＰＴＡ活動の申し合わせの内容確認（別紙：PTA活動についての申し合わせ事項参照） 

  ・地域行事への協力について（別紙：主な地域行事についての参加協力（案）参照） 

  ・活動報告書について 

  ・「ＰＴＡだより」について（別紙：PTAだよりについて参照） 

   ・過年度からの申し送り事項について 

①. 役員数の圧縮 

②. 1子 1年以上の 2巡目細則の制定 

③. 40周年行事の企画について(特別委員会) 他 

（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：役員名簿参照） 

 ・メーリングリストについて（別紙：富岡小 PTA メーリングリスト登録のお願い参照） 

 

３．各専門部会より 

  報告 予定 

(1) 
学級 

文化部 

部会     5/12（土） 部会・集金袋作成手伝い  

活動     5/23(水) 集金手伝い 

(2) 校外部 
部会     5/初旬 部会  

活動   来年度の引継ぎ資料の修正     

(3) 選考部 

部会     5/9（水） 青少年相談員の募集作業 

活動 

4/10(火) 
･クラス委員調査票、在校生集計、 

ダブルチェック、新名簿作成 
    

4/11(水) 

・クラス委員調査票、新入生集計、 

ダブルチェック、新名簿作成 

・全体会の準備 

    

(4) 広報部 

部会 4/15(木) 第一回部会 6/12（火）  部会 

活動 4/10(土) 入学式撮影 
4/20(金) 一年生を迎える会撮影 

4/21(土) 教職員・PTA役員写真撮影 

 

４．地域協力委員より 

 

社会福祉協議会 

支部推進委員 

坂庭さん 

報
告 

  

メ
モ 

今後の予定 

5/21（月） 第一回支部社協推進委員会 

(2) 

青少年 

相談員 

大塚さん 

報
告 

3/4(日) 科学実験教室(市内中学校の科学部が参加) 

3/8(木) 健全育成協議会 

メ
モ 

今後の予定 

  健全育成協議会 総会 

青少年 

相談員 

菱山さん 

報
告 

3/4(日) 科学実験教室（市内中学校の科学部が参加） 

メ
モ 

今後の予定  

4/22(日) たけのこほり 

４月末 体育部会 

6/8(金) 親善ドッジボール大会 

(3) 

交通安全 

対策協議会委員 

工藤さん 

報
告 

4/5(木) 春の全国交通安全運動団結式 

メモ 今後の予定 
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(4) 

青少年 

補導員 

遠藤さん 

報
告 

3/14(水） 早朝パトロール 

3/22(木） べかぶね編集会議 

3/28(水） 地区パトロール 

メ
モ 

今後の予定 

4/25(水) 地区パトロール 

5/9(水) 早朝パトロール 

5/23(水) 地区パトロール 

(5) 

防犯協会 

支部長 

保坂さん 

報
告 

   

メ
モ 

今後の予定 

    

 

５．通年活動の活動報告等 

(1) 
おはなし 

おはなし 

報告    今年度代表：吉川さん（5年） 

メモ   

(2) 
本の 

おたすけ隊 

報告    今年度代表：引き続き 大幸さん(3年） 

メモ   

(3) 
緑の 

ボランティア 

報告   今年度代表：引き続き 松本さん（5年） 

メモ Ｈ30年度は 4月 18日(水)からスタートします。 

(4) 
季節を 

飾る会 

報告 3月 
今年度代表：新井さん（4年） 

桜と菜の花の飾りつけ 

メモ   

(5) 
ネット 

ボランティア 

報告 
随時 

今年度代表：引き続き 永利さん（3年） 

議事録、ＰＴＡだより、通年活動団体の掲載を追加、更新 

  その他、ネット環境に関連した活動 

メモ 4月のクラス役員選出に向けて役員さんたちの『声』を発信予定です。 

(6) ベルマーク 
報告  今年度代表：依田さん（5年） 

メモ   

(7) お父さんの会 
報告    今年度代表：小林さん（６年） 

メモ 3学期は特に活動はありませんでした。 

(8) 
絵本の 

読み聞かせ 

報告 3月 
今年度代表：西村さん(3年） 

6年生を対象とした読み聞かせの活動 

メモ   

(9) トリムバレー 
報告 毎週金曜 富岡小学校体育館にて練習 

メモ     

 

 ※通年活動代表顔合わせ会 5月 1２日(土)11：00～ 

６．運動会について 

 ・お手伝い、PTA競技について 

 ■本年度の PTA競技は綱引き 

 ■お手伝い・・・ 前日１２：３０から１時間程度（子供下校まで）各部５名程度 

    当日運動会終了後１時間程度（撤去・清掃）各部５名程度 

    分担は前もって連絡します。 

 

出席者（敬称略）：橋本校長、加藤教頭、伊藤先生、正木、斎藤、森、高柳、中川、川本、岩崎、伊藤、大川、石井（浅

川学級文化部副部長代理）、竹本、佐藤（佐々木校外部長代理）、伊藤、大幸、植月、小山、庭瀬、坂庭、菱山、大塚、

遠藤、保坂、山本、富澤、藤原、稲木 

委任状出席者（敬省略）：工藤 

※次回は５月１２日(土)拡大運営委員会です。                                         以上 


