
令和元年 5月 11 日 

 

５月度 運営委員会 議事録 
 

【会長挨拶】 

本日はお忙しい中、ご出席くださり、ありがとうございます。 

10 連休という長い GW も終わり、いよいよ本格的に 1 学期がスタートします。授業の合間に、まもなく開催される運動会に向

けて、練習をがんばっているようです。思い出に残る運動会、全力を出し切って楽しんでくれるといいですね。先日もお伝えしま

したが、PTA として運動会の準備、片付けをお手伝いしています。無理のない範囲でのご協力をお願いいたします。 

また、ML登録ありがとうございました。先日の資料を元に ML 参加の案内をお送りしておりますが、まだ届いていない、参加され

ていない方は後程お知らせください。再送いたします。 

 

【校長挨拶】 

１０連休明けの児童たちは疲れが見え、以前に比べて体調を崩してしまった子が目立った 1 週間でした。1 年生の児童たちか

らは成長が垣間見れました。 

これから開催される運動会ですがくれぐれも怪我や熱中症にならないように気をつけてください。自身も準備中に怪我をし

た経験がありますので無理の無いようご協力願います。 

 

１．学校より  

（教頭先生） 

連休明けから運動会の練習が始まりました。まだ気候が大きく変化しておりますので体調管理をお願いします。 

児童を巻き込んだ事故が起きています。学校としては下校後の指導に取り組んでおりますので、ご家庭では特に自転車の乗り

方に注意して下さい。今回の運動会は種目の見直しを行いましたが、ご理解頂ければと思います。富岡音頭を踊るプログラム

は本年度もありますので是非参加をお願いします。なお運動会当日は学校への自転車乗り入れ禁止です 

２．活動報告 

 4/20(土) 第 40 回定期総会・第１回拡大運営委員会・新旧役員懇親会 

 5/10(金) 市 P連定期総会、懇親会  文化会館 (総会 18：30～、懇親会 19：45～) 

 5/11(土) 本部役員会（9：00～）定例運営委員会（10：00～） 

通年活動顔合わせ会、市 P連スポーツ大会顔合わせ(11：00～) 

 

３．今後の予定 

 5/11(土)   広報セミナー:市 P連主催（受付 15 時～、総会 15：30～17：00）富岡公民館 広報部 2 名参加 

5/20(月) 富岡中学校区青少年健全育成連絡協議会総会 18：30～富岡中学校 

5/24(金) 運動会前日準備予定 12:30 体育館集合 13:15 終了予定 

 5/25(土) 運動会 

 5/29(水) ＰＴＡ会費集金日 

 6/1(土) 本部役員会（9：00～）定例運営委員会（10：00～） 

 6/1(土) 境川クリーン作戦（9：30～富岡中学校前集合）選考部 2名参加 

 

4． 本部役員より 

(1) 運動会について 

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（12：30 体育館に集合）  

低学年下校時刻 13：20 までに終了、4 年生 13：45 下校、5～6 年生 15：15 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  

 ※吹奏楽部の為に体育館前出入り口付近をカラーコーン等で養生する予定です 

 

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。 5/13（月）案内配布 

・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 PTA 役員（紫Ｔシャツ着用している人）はできるだけ全員参加しましょう。 



 

 

(2) 市 P連関連 

 ①5/10（金）市Ｐ連定期総会・懇親会に出席（校長・教頭・深沢・下田・永利） 

  今年度、輪番制の事務局担当校 書記担当 

 ②各種セミナー 

  5/11 広報セミナー  

6 月防犯セミナー、２月防災セミナー だよりにて会員より参加希望者を募ります 

③9/16(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  

⇒6/8(土) 18 時～スポーツ大会実行委員会予定 

  

(3) PTA 会費の集金について（会計） 

 ・5/22(水)PTA 会費集金のお知らせ配布 

・5/29(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) 

      

(4) 卒業記念品注文について（会計） 

・4/26(金)卒業証書ホルダーと胸花を発注。 

・4 月現在６年児童数に基づき 60 個発注。 

(４月現在６年児童数 57 名＋予備 3名) 

 

(5) 出金報告（会計） 

 

『本部会計』 

・インクカートリッジ(4/3)               ¥4,158.- 

・指サック(4/5)                      ¥306.- 

・ホッチキス針(4/5)                   ¥311.- 

・コピー用紙(4/5)                    ¥3,210.- 

・カラーコピー用紙(訂正分)(4/5)        ¥511.- 

・封筒(4/18)                       ¥168.- 

・金銭出納帳(4/18)                  ¥289.- 

・ファイル(4/19)                      ¥220.- 

                             計    ¥9,173.- 

 

『各部会計』   出金なし 

 



５．各専門部会より 

 報告 予定 

(1) 学級文化部 

部会 5/11(土) 第一回部会 5/29(水) PTA 会費の集金 

活動 
 

 

 11/1（金） 芸術鑑賞教室 

メモ  

(2) 校外部 

部会 4/28（日） 

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、市内一斉

パトロール参加者割り振り、質疑

応答 

  

活動 

4/24（水） 

 

 

 

4/25（木） 

随時街頭指導アンケート配布 

街頭指導手引き配布、交通安

全指導について配布 

 

転入出生への案内 

 防犯パトロール板希望者募集印

刷、配布 

随時街頭指導アンケート配布 

腕章管理 

メモ  

(3) 選考部 

部会   5/19（日） 第一回部会 

活動   6/1（土） 境川クリーン作戦参加 

メモ  

(4) 広報部 

部会     

活動 

4/19（金） 

 

 

4/25（木） 

広報とみおか用に「１年生を迎え

る会」にて写真撮影 

 

PTA だより第一号発行 

5/11（土） 広報セミナー参加 

メモ  

 

 

６．その他 

校長先生から 

次回の運営委員会で正木前会長へ感謝状進呈をしたい 

ですので正木前会長の都合に合わせて行いたいと思います。 

 

 

※次回は 6 月 1 日(土)運営委員会です。 

 

 

 

出席者：(敬称略） 勝田校長、加藤教頭、深沢、丸山、下田、小黒、永利、山本（ち）、大塚、竹本、寺田、

大川、滝野、中島、鈴木、花木、矢笠、高橋、藤原、須崎、浜道、山田 
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