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会員の皆様へ

  運営委員会だより          
文京区立小日向台町小学校

                                                          父 母 と 先 生 の 会

                  運 営 委 員 会 書 記

6月15日に第2回運営委員会が開催されましたので、以下のとおりご報告いたします｡

＜駒井会長挨拶＞

本日はお忙しい中、運営委員会へご参加いただき、ありがとうございました。先日とても嬉しいことがあったので、共有させて

ください。5/26（金）の夕方、各サークルの代表者さんと今年度のスポ厚さんに集まっていただき、ミーティングを行いました。

いくつかの議題の中に、サークルだよりを学期に一回の発行にするか毎月発行にするか、という議題がありました。結論は、従来

の練習日程を伝えるだけのサークルだよりではなく、もっと生き生きとサークルの様子を伝えて、勧誘を促す内容に改善し、毎月

発行にしようとなりました。減らすのではなく、前向きに改善する結論をスポ厚さんが出してくれたことをとても嬉しく思いまし

た。今年のPTA のスローガンは「みんなが楽しいPTA」です。みんなが楽しく関われるように、無駄なお仕事を減らしていくこと

も大切ですが、前向きな改善という選択肢も常に頭に置いて進めて行きたいと感じました。本日も議題てんこ盛りですが、有意義

な運営委員会に出来ればと思いますので、是非、積極的なご発言をよろしくお願いいたします。

＜小駒校長先生挨拶＞

今年度も2ヶ月半が過ぎましたが、学校全体としていろいろな事が順調に進んでいます。1年生は3クラスでスタートしました

が、どのクラスもお行儀がよく、いいスタートが切れました。5 月に 5 年生が八ヶ岳に行きました。寒かったですが、雨天にはな

らず、山登り、キャンプファイヤー、肝試しなどとても楽しかったです。またその翌週には4年生が防災宿泊体験で学校に泊まり

ました。町会や消防署などの支援もあり、翌日朝、保護者のお迎えで無事終了することが出来ました。6年生は18日から魚沼に3

泊4日で行ってきます。今から準備で子供たちも楽しみにしています。また、27日こども祭り、28日音楽朝会がありますが、この

二つの行事の様子を文京区のCATV（ケーブルテレビ）が撮影し、7月に放映する予定です。音楽朝会は年々レベルがあがっている

ので、保護者の方も、是非観覧にいらしてください。今月は１年生のドッヂビーやおやじの会のポップコーン作りもあり非常に盛

況でした。学校側の職員からも何名かお手伝いを出させていただきしましたので、今後もこのようにPTAの活動に携わっていけた

らいいなと思っております。

＜専門委員会活動報告及び予定＞

三   役

報告：4/25アクティ運営協議会出席 4/25大塚青少年健全育成会定例会出席4/27大塚青少年健全育成会常任委員会出席5/12大塚青少年健全育成会総会・

懇親会出席 5/13年度初め総会、歓送迎会開催 5/19小P連総会・懇親会 5/23アクティ運営協議会出席 5/23音羽青少年健全育成会総会出席6/2

小P連三役ミーティング 6/3ドッヂビー大会 6/10茗台中.音羽中学校運動会出席 6/6第1回会長会出席 6/7移動科学教室開催 6/8音羽青少年

健全育成会常任委員会出席6/9学校運営連絡協議会 6/15第2回運営委員会

予定：6/20大塚青少年健全育成会定例会出席 7/7小P連3スポーツ大会キャプテン会議、音羽青少年健全育成会常任委員会出席 7/11小P連会長会出席

7/16音羽青少年健全育成会カヌー教室 7/18大塚青少年健全育成会定例会出席8/26音羽青少年健全育成会「学校de肝試し！」9/1AED講習会 9/12

小P連会長会 9/14音羽青少年健全育成会常任委員会出席9/19大塚青少年健全育成会定例会出席 9/23音羽青少年健全育成会地域懇談会10/10小P

連会長会 10/17 小P連 3スポーツ大会実行委員会、大塚青少年健全育成会定例会 10/19第3回運営委員会

学年学級代表

全体：4/15学代内サイボウズ運用開始 4/27学代メールアドレス取得・使用開始 5/1歓送迎会リマインドメールクラス配信 5/9 5月リサイク

ルお知らせ印刷・配布 5/11PTA総会資料持参のリマインドメールクラス配信 5/17 5月リサイクル活動 5/26 5月 PTAからのお知らせ

クラス配信 6/2那須副会長とミーティング 6/13 6月リサイクルお知らせ印刷・配布 6/21 6月リサイクル活 7/12 7月リサイクルお

知らせ印刷・配布 7/19 7月リサイクル活動 9/13 9月リサイクルお知らせ印刷・配布 9/20 9月リサイクル活動 10/11 10月リサイ

クルお知らせ印刷・配布 10/17給食試食会 10/18 10月リサイクル活動

1年：4/20 名簿作成依頼の手紙配布 5/1手紙受取 5/17名簿作成完了配布

2年：5/11 学年名簿作成についてのお知らせの手紙配布 6月 学年名簿作成 7/3 2学年懇親ランチ会・学年名簿配布

3年：4/28 学年名簿作成・配布 5/16学年名簿追加をメールで連絡

4年：4～5月 学年名簿作成・配布

<<第2号>>



5年：5/22 学年名簿配布 6/2学年名簿の修正・加筆を一斉メールで連絡

6年：4/14 卒業式後の食事会について、アンケート 6/6卒業式後の食事会について、アンケート集計及び中間報告 6月～卒業式後の食事会会場

探し

スポ－ツ厚生

報告：5/26サークル代表者ミーティングに出席 ドッチビーの開催 サークル便りは年10回発行

広  報

報告：4/20 PTA 運営委員会（委員長参加） 4/22、5/20 広報委員 前期号作成ミーティング 4/28 PTA 広報研修会 シビックセンター（委員長参加）

5/13 PTA総会出席

アンケート、写真撮影、取材 記事作成、編集、校正 学校との連絡

予定：6月中旬まで編集、校正

6/17 広報委員ミーティング（広報誌チェック）⇒修正終了したら学校とPTAへ確認依頼 6/28（水）目安 広報誌学校とPTAへ確認締め切

り7月上旬学校外への広報誌送付リスト確認、7月上旬広報誌をプリントパックへ依頼⇒受け取り⇒配布の仕分け 7/19広報誌を配布

校外生活

報告：5/13ＰＴＡ総会出席 6/15運営員会出席

予定：（6月）各町会会議出席 地域班活動についてのお便り配布予定 秋の地域ボランティア募集お便り配布 6/27スクールガード講習会

（7月）夏休み活動計画表配布 お祭保護者ボランティア募集のお知らせ配布予定 ラジオ体操のお手伝い、クリーン作戦の実施（夏休み）7/13

地域班ミーティング 7/12地域班会議

小日向町会お祭り活動計画：

① 開催日：9/9(土)10(日）、場所：児童遊園

毎年、小日向台町小の児童（小日向町会以外含む）が大勢遊びにいくことと場所も手狭になっている事から、安全面からも学校で出来ないか

再度町会に話をしたところ、神事（奉納金・500 円のﾋﾞｰﾙ券含）を学校には持ち込めないという理由で難しいとされた。今年度以降も児童遊

園で行う。

② こども祭りボランティア募集の範囲：今年もお手伝いをしていただく保護者は学校全体で募ることにした。本来は小日向町会の主催するお祭

りではあるが、学校の児童が多く参加することから町会の保護者に限らずお手伝いできる方を学校全体で募る。

③ リスト作成・アナウンス：7/3(月)に全校あてでお祭りお手伝いの募集用紙を配布。募集は（可能、不可能、現時点ではわからない）3つのい

ずれかに〇をつけてもらう。当日行われる地域班ミーティングで再度アナウンスする。7/10(月)募集用紙校外委員担当教師経由で回収、集計。

8/15（火）お盆明けに町会の鈴木さんとボランティアの方のリストを擦り合わせする。その際、ボランティア人数が不足のときは予定が現時

点で分からないに〇をつけた方たちにお声がけをする。8/31頃、町会とリストについて再確認する。9/1以降、ボランティアリストを全校に

配布。それ以降、随時募集受付し班長で管理する。

④ 町会ボランティアとの擦り合わせ：昨年と同様に拓大国際学科及びボランティア部の学生さんたちがお手伝いに入る。そのボランティアリス

トと擦り合わせは ③で述べたようにお盆明けに町会側と校外委員で行う。

⑤ 随時、小日向町会の祭礼委員会に校外委員として出席する。

指  名

報告：5月15日PTA三役選出に関する手紙の配布

予定：7月3日保護者会にて1～4年生の各クラスに行き、三役について詳しく説明予定

卒  対

報告：校長、担任と打ち合わせ、ホタル鑑賞会撮影、お知らせ、ボランティア募集配布、口座作成、あざみ写真館打ち合わせ、アルバム打ち合わ

せ、PTA 総会出席

予定：アルバム写真選定、アルバム打ち合わせ、感謝の会打ち合わせ

＜歓送迎会の報告＞（副会長より）

5月13日土曜日午後2時45分～開催。 雨天でしたが参加者、先生を含め約100名ご参加いただき、大変盛り上がった会になっ

たと思います。今年度は初めて場所も多目的室から体育館に場所を変え、パーテーションを使用して居心地の良い広さにしました。

また、今まで会費を1,300円頂いていましたが、手つかずの軽食やお菓子が余り、そのまま持ち帰るということが多かったので、

今年はお菓子と飲み物のみとし、会費を500円に減額しました。転入されてきた先生方6名との交流もできたと思いますし、お菓

も吟味して美味しいものを用意させていただきましたので、全体的にはとても良かったと思います。今後は、幼児や低学年の児童

のいる保護者の方にも広く参加していただけるように、預け場所の確保や子供広場の併設など今後の課題として検討していくこと

になりました。

H29年度歓送迎会アンケート集計結果および参加者によるご意見・ご提案 （書記より）

歓送迎会参加者によるアンケート集計結果（回収率33%）をご報告いたします。参加者数は、教職員・来賓30名、保護者70 名

の100名でした。アンケート項目は、「場所」、「会費」、「御菓子・飲み物」、「会の内容」、「その他」の５項目について、

選択および記述形式で、ご感想・ご意見をいただきました。

まずは、「場所」についてですが、従来、多目的室で開催されておりましたが、参加者の増加に伴い、今回初めて体育館での開



催となりました。「良い」が 91％であり、「広くなって良かった」等のご意見をいただきました。「会費」については、「安い」

12%、「適切」88%であり、「高い」と回答した方はいらっしゃいませんでした。「お菓子・飲み物」については、「良い」85%、「そ

の他」15%であり、内容や量についてのご意見をいただきました。「会の内容」については、「良い」97%、「その他」3%であり、

「自由記載」の項目も含め、様々な貴重なご意見・ご提案、および運営側への労いの言葉を頂戴いたしました。

率直なご意見をくださった皆様、ありがとうございました。参加者が楽しく過ごせるような、よりよい運営に向けて、いただい

たご意見・ご提案を前向きに検討させていただきたいと思います。多くいただいたご意見を少し紹介させていただきます。  

・先生や保護者の方とゆっくりお話できる貴重な時間でした。来年も参加したいです。

・先生への質問コーナーは毎回楽しみです。

・きらきら音楽部の演奏が素晴らしく感動しました。

会計報告→別紙参照 （会計より）

歓送迎会会費の無料化について（副会長より）→承認されました。

会費の回収や会計処理の手間がかかるのに加え、繰越金が多くありますので、より多くの保護者に参加していただけるよう運営

費をPTA会費からまかなうこととし、来年度から歓送迎会の会費を無料とすることにしました。

＜ドッヂビー大会＆ポップコーン、移動科学教室の報告＞ （副会長より）

ドッヂビー大会＆ポップコーン：6月3日に1年生はドッヂビー、2年生以上はお父さん達と一緒にポップコーンを作るイベントを

行いました。参加人数は ドッヂビーが児童24名、保護者21名、先生5名の合計50名でした。ポップコーンが児童24名、保護者

22名、先生が3名の合計49名。 おやじの会懇親会には22名の保護者が参加しました。ドッヂビーはスポ厚さんに準備をしてい

ただき、ポップコーンは親父の会にお願いしました。1年生にとっては初めてのことで、最後の試合は子供対大人でものすごく盛

り上がりました。その後、上の学年の子どもたちが作ったポップコーンを1年生に振る舞って会が終了しました。

移動科学教室：6月7日に教育センターの先生に来ていただいて体育館で行いました。参加人数132名で全校児童の約1/3が参加

しました。内訳は1年生45名、2年生37名、3年生23名、4年生18名、5年生9名、6年生2名でした。アクティからは53名、

育成から35名の参加でした。課題だったアクティとの連携はうまくいったと思います。今回から申し込みをweb経由にしたことで、

運営側としては、参加者リストの作成がとても楽になりました。一方で、ネット環境がない人に対しては、webのみだとご不便を

おかけした部分もあるようなので、11月に予定されている2回目の移動科学教室では基本web申込みに加え、紙での申し込みを併

用するのはどうかなどの意見が出ました。皆様に負担のない申込み方法を検討していく予定です。

＜専門委員と PTAの連携について ＞ （副会長より）

今年は、4名の副会長から各専門委員の担当を決めることで、情報の共有化や専門委員からの要望などを三役に伝えやすいよう

にしています。この体制でやってきて数ヶ月経ちましたが、「 PTA本部から配信されるメールが長すぎてモバイルで閲覧しづらい

ので、メールの内容をもう少し簡潔にしてほしい（学代）」、 「PTA会議室にある印刷機やプリンターの 使用をさせてもらいたい

（広報）」などの要望が出されました。また、PTA からのお知らせの手段としてメールやwebを利用した場合、連絡のつかない保護

者にはどのような手段で連絡を周知させるかなどの課題が出ました。よりよい連携を目指して、改善していければと思います。

＜運動会の参加賞について＞ →承認されました。

今年度も、PTA会費より運動会の参加賞を購入することとなりました。内容は当日のお楽しみ！

＜繰越金の使い方について＞ （副会長より）

毎年総予算の2割程度の繰越金がここ数年続いて発生しており、今後も児童数の増加に伴い、繰越金の増額が見込まれます。「毎月

のPTA会費の引き落としを何ヶ月分か止めて、PTA会費を会員に返金する」、「PTA所有の印刷機が老朽化してきているので、もっと

使い勝手の良い機能が付いたコピー機に買い換えては」などの意見が出ました。今後も児童やPTA 会員に有益かつ公平に還元でき

る繰越金の使い方について検討していきたいと思います。

＜区への要望について＞ （副会長より）

毎年、三役から区へ要望を出していましたが、今年からは範囲を広げて運営委員会から出すことにしました。 以前より区へ要望

していたトイレの洋式化については、遅くても今年度の冬休み中までに完了する予定です。 音楽室の防音・遮音性の向上について

は、「大規模改修時に対応します」と返答をいただいています。また、来年度、教室を2クラス増設する予定であり、音楽室を現在

の多目的室へ移す計画で教育委員会と調整中です。その他の項目につきましては、別紙をご参照ください。

＜指名委員補佐の選出について＞ （副会長より）→承認されました。

規定により運営委員会より選出することになっており、今年度は三役より副会長の那須が選出されました。

＜コーラス部新設について＞ （副会長より）→承認されました。

代表・中原（3-1）、部員4名で新設されました。サークル新設条件は、発足時に構成部員5名、サークル新設申請書を提出して



いただきますので、新しいサークルを立ち上げたい際には、PTA本部に申請をお願いします。

＜その他、お知らせ＞（副会長より）

イベント：・ドキドキ・カヌー体験（音羽青少年健全育成会）7/26 3年生以上が対象。

・肝試し（音羽青少年健全育成会）8/26 お父さんを対象にお化け役を役募集。児童には夏休み前にお知らせ予定。

・AED講習会 9/1 多目的室

運動会の警備について：昨年は、消防団に依頼して保護者は観戦に集中できるようにしました。今年度もお願いする予定です。

小日向マーケットについて：11月開催。昨年に引き続き、実行委員会制で行います。募集のお知らせは配布済みです。今年度は会

計処理が煩雑になってしまう等の理由から、飲食物の販売は前売り券のみとし、当日券はなしで行う予定です。

備品の取り扱いについて：広報のビブスが2年前より1枚紛失したまま現在に至っています。不足分の補充や状況の把握など行う

関係上、紛失や不足の発生時点で三役に報告するよう、各専門委員にお願いしました。

お手伝いボランティアのイベント参加後の報告について：外部の講演会に参加したボランティアさんから参加後の感想を副校長先

生に報告していましたが、広く会員の方に知っていただくために、PTA本部から学代メール経由でのお知らせを検討しています。メ

ールが長くなることへの懸念もありますので、配信方法の詳細については現在検討中です。

アクティ運営委員会について：現在、月に1回のミーティングを持ち、アクティ、PTA、校長、副校長、育成、行政、外部１名が参

加して、毎月の活動報告や活動内容の充実化のための意見交換などを行っています。来年度からは、運営委員経験者からも参加者

をつのり、より多くの方にアクティの運営に携わっていただきたいと考えています。

＜新城副校長先生より＞

たくさんの議題について、一つ一つ丁寧に検討していただきありがとうございました。6月24日の学校公開の後に、国語の公開

講座があります。4時間目が講演会になっていますので、たくさんの保護者の皆さまに参加してほしいと思っております。

これからもいろいろな行事がありますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

＜次回の運営委員会＞ 10/19（木）10:00～ 椎の木ルーム

＊事前に各委員長宛にメールで運営委員会のお知らせをいたしますので、よろしくお願いします。


