
家庭数                                                    平成29年10月26日

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

10月19日に第3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。夏休みが終わってだいぶ経ちますが、9 月 9日、10

日と学校周辺でお祭りがありました。私もボランティアとして参加しましたが、子供たちのなかには、町会のお祭りを梯子する様

子も見られました。昨年度から、お祭りのお手伝いも学校全体でボランティアを募るようになり、別の町会の方がお手伝いに参加

してくださいました。私自身も別の町会にお手伝いに行き、町会の方々に快く迎えていただきました。文京区長と文京区内20校あ

る小学校のPTA会長とでお話する機会があったのですが、他の学校では、他町会の子供たちは参加できないところもあるそうです。

本校校区は、他町会の子供も受け入れ、保護者も他町会のお手伝いに参加し、お互い助け合っています。お祭りに限らず、PTA に

関してもお互い助け合っていけたらと思っています。本日も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＞

おはようございます。9月30日に運動会が開催されました。児童が380名、観覧にいらした方々がその3倍以上の1,257名です。

多くのご観覧をありがとうございました。運動会を振り返ってみて、今年度からの試みで、徒競走の呼名を1年生と6年生だけに

しました。児童数が増え、時間的に厳しいことが理由です。今年度の全校生徒は380名、来年度は430名になる予定です。今年度

の6年生は37名卒業予定ですが、来年度の新1年生が85名入学予定であり、それだけでも約50名の増加となります。学校裏手に

建設中のマンションは来年3月に入居開始ですが、69世帯あります。関口１丁目に建設中のマンションは再来年3月に入居開始で、

89世帯あります。こういったことも、事務所に随時連絡をして、確認しています。また、今年度も、運動会でのテントを寄贈して

いただき、ありがとうございました。保護者席にもテントを設置することができました。来年以降、子供たちがテントに入りきれ

るか心配ではありますが、ぎりぎり来年度までは大丈夫だと思います。

21 日の学校公開では道徳の授業があります。小日向台町小学校は道徳での研究を進めており、1学期、2学期と教材や評価の仕

方など工夫してきました。1月31日（水）は研究発表があり、区内の先生方が来校されます。先生方も週１で道徳授業があるため、

道徳の電子黒板や副読本を使用し、この半年で指導力があがってきています。ご興味のある保護者の方は、是非いらっしゃってく

ださい。ただ、教室には入りきれないかもしれません。その点、ご了承ください。

来月は音楽会があり、12月2日には小日台マラソンを予定しています。保護者の方々には、見守りや応援をまたお願いすること

になるかと思いますので、ご協力お願いします。

＜専門委員会活動報告及び予定＞

三   役

報告：6/20大塚青少年健全育成会定例会出席 6/27アクティ運営委員会出席 6/30五者合同研修会出席 7/6音羽中プール開放運営委員会、音羽青少年健

全育成会常任委員会出席 7/7小P連3スポーツ大会キャプテン会議出席 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 7/21避難所運営協議会出席 7/25アクティ運営委員会出席 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連会長会出席 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

域懇談会出席 9/26 アクティ運営委員会出席 10/5 区長と区政を話し合う会出席 10/8 小日向台町幼稚園運動会出席 10/10 小 P 連会長会出席

10/12避難所運営協議会出席 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出席 10/19第3回運営委員会出席

予定：10/20音羽青少年健全育成会常任委員会出席 10/24アクティ運営委員会出席 11/1移動科学教室 11/3小P連バレーボール大会応援 11/7教育長

対話出席 11/11小日台マーケット 11/12文の京こどもまつり 11/14大塚青少年健全育成会定例会出席 11/16音羽青少年健全育成会常任委員会出

席 11/17避難所運営協議会出席 11/19音羽青少年健全育成会「森林公園バスハイク」 11/23小P連卓球大会応援 11/25大塚青少年健全育成会「ド

ッチビー対抗戦」 11/28アクティ運営委員会出席 12/1小P連副会長会出席 12/3避難所開設体験会 12/5学校運営連絡協議会出席 12/8音羽青

少年健全育成会常任委員会、忘年会出席 12/9小P連バスケットボール大会応援 12/12小P連会長会出席 12/19アクティ運営委員会、大塚青少年

健全育成会定例会出席 12/21第4回運営委員会出席
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学年学級代表

全体：6/21リサイクル活動 荒天のため中止 6/22那須副会長とミーティング 6/25 6月度PTA本部からのお知らせクラス配信 7/12 7月リサ

イクルお知らせ印刷・配布 7/19リサイクル活動 7/25 7月度PTA本部からのお知らせクラス配信 9/5 給食試食会のため栄養士さんに

ご挨拶 9/11 二学期リサイクルお知らせ町会掲示板掲示 9/13 9 月リサイクルお知らせ印刷・配布, 給食試食会お知らせ印刷・配布

9/19-25 給食試食会申込書・代金集金，参加者名簿・領収書作成，お礼のお菓子購入 9/20 リサイクル活動 9/29  9月度PTA本部からのお

知らせクラス配信 10/10 小日台マーケット実行委員会からのお知らせクラス配信 10/11 リサイクルお知らせ印刷・配布, 給食試食会の参

加人数報告・代金を栄養士さんに渡す 10/17 給食試食会 10/18日 リサイクル活動 11/8日リサイクルお知らせ印刷・配布 11/5 リサイク

ル活動 12/13リサイクルお知らせ印刷・配布 12/20リサイクル活動

1年：7/3 懇親会  2年：7/3 懇親会  3年：9/8,15 転入生連絡先をメール配信  4年：特になし

5年：10月下旬 転入生連絡先をメール配信

6年：9/23 卒業式後の食事会の開催場所下見 9/30卒業式後の食事会の開催場所決定連絡メール配信

スポ－ツ厚生

報告：毎月サークルのお知らせ作成・配布

予定：小P連3球技大会の運営補助

広  報

報告：6/15 広報委員内にて、広報誌作成終了 ～6/28学校とPTA三役へ広報誌確認を依頼し回収 7/5～14 外部業者プリントパックへ広報誌製

本依頼および完成品受け取り 7/17広報誌を学校内、外部関係者へ配布 10/7広報委員 後期号作成ミーティング

予定：11月以降、1か月に1回ペースで広報委員ミーティングを行い、広報誌作成を進める（発行は3学期）

アンケート、写真撮影、取材、記事作成、編集、校正、学校との連絡等

校外生活

報告：7/2 第一回祭礼実行委員会出席 7/3 地域祭りの保護者お手伝いの募集アンケートを全保護者に配布 7/10 アンケート回収 8/29 第二回祭礼

実行委員会出席 9/1小日向台町町会お祭り分担についてのお便りを該当保護者に配布 9/7準備、町会との具体的な打ち合わせ 9/8前日準備

9/9お祭り（こども祭りも開催） 9/10お祭、打ち上げ 9/11後片づけ 10/１祭礼反省会に出席

予定：12月にスクールガード講習会参加予定、各町会防災訓練、各町会のお餅つきお手伝い、校外委員選出に関するアンケート配布

地域班ミーティングお知らせ配布

小日向台町町会お祭りの報告：9月9日、10日に開催され、町会内児童260名、町会外児童220名の合計480名が参加しました。児童の参加人数

は来年度も増える見通しです。保護者のお手伝いは68 名、そのうち町会外の方が14名いらっしゃいました。学校全体とおやじの会で募集してい

だたき、ありがとうございました。10月1日に町会で反省会があり、「お父さん方のお手伝いがとても助かった。是非来年もお願いしたい。」との

感想がでました。拓殖大学のボランティアも20名以上参加してくださいました。せっかくの機会なので、子供たちだけでなく、ボランティアの方々

ともコミュニケーションが取れるような工夫が何かできないかという課題を来年度へ引継ぎたいと思います。

指  名

報告： 7/3 保護者会 1～4年生各クラスにて来期役員仕事内容説明，1学期中に５名の方に打診，9/7 候補者に今後の流れを説明, 連絡先確認

予定: 10/23 現三役から直接候補者へ仕事の詳細を説明

卒  対

報告：6月 アルバム写真選定,アルバム文集レイアウト打ち合わせ 9月 アルバム,感謝の会打ち合わせ,運動会撮影,アルバム個人写真撮影お手伝い,

卒業記念品、コサージュ発注 10月 校外先生方の文集原稿依頼発送

予定：10月 陸上記録会撮影,アルバム写真選定,感謝の会打ち合わせ,生徒記念作品打ち合わせ 11月 担任と打ち合わせ,あざみ写真館打ち合わせ

アルバム写真選定,教員文集張り付け,トリミング 12月 感謝の会保護者アンケート配付・回収,アルバム文集仕上げ，提出

＜学校で肝試し、AED講習会、運動会の報告＞ （副会長より）

学校で肝試し：8月26日(土)に音羽青少年健全育成会とおやじの会との共催で開催されました。今年は小日台小、関台小、青柳小、

金富小などから272名の子供たちが集まりました。お手伝いも音羽中から11名のボランティアが参加、青柳小からお父さん達も加

わってくださいました。小日台小の先生たちも昨年から倍増の10名がお手伝い頂きました。参加した子供たちからは「楽しかった！」

「怖かった！」の声がある一方で怖すぎて泣き出す子供が続出するなど、来年の課題もありました。この日の様子が、朝日こども

新聞にも掲載されました。

AED講習会：9月1日(金)に多目的室で開催されました。講師にエヌ・セルフディフェンス・ラボラトリーの進士智幸さんをお迎え



し、9世帯、大人9名、児童11名が参加、簡易AEDセットをもとにDVDを見ながら、子供にもわかりやすい講習を受けました。

今年は講習終了後に質疑応答時間があり、「体の大きな男性がうつ伏せに倒れているとき、どの様にあお向けにすれば良いか」、「溺

れている人を素人の方が助けに行くのは絶対ダメ！」「AEDはレンタルと買取りがあって、レンタルの方がメンテナンスが行き届い

ている」など、興味深いお話が聞けました。11月11日(土)の小日台マーケットでも同じ進士智幸さんを講師に迎え、AED講習会を

行う予定です。

運動会：9月30日(土)にお天気にも恵まれ無事終了しました。今年も競技中の警備を消防団の方たちにお願いし、昼休みには模擬

消火訓練を行いました。また、19人のボランティアの方が受付をご担当くださり、来校された保護者や来賓の対応をしてください

ました。まだボランティアの方からのアンケートを集計できていませんが、運営委員会や三役内で出された意見や感想、今後の課

題、学校側の見解を以下に紹介します。

<意見・感想>・朝の場所取りも皆さん穏やかで混乱なく行えた。

      ・今年は天候が涼しかったこともあり、お昼ごはんの場所とりで体育館に並ぶ人がいなくて良かった。

      ・徒競走のゴール付近で子どもの順番に合わせて、譲り合う保護者の姿がとても素敵だった。

      ・学年が変わっても場所を譲らない保護者がいた。

      ・徒競走の呼名が1年生と6年生だけになったのは、残念だった。

<今後の課題>・赤ちゃんのオムツ交換場所がなかった。

・一度受付を済ませた(名札を付けていない)保護者には、シールを貼ってもらうなどの対策があった方が良い。

・受付が慌ただしいのは午前中の2時間程度なので、シフトを見直してはどうか。

<学校の見解>・保護者要望により低学年リレーコースの場所を変更しました。以前より観覧しやすくなったでしょうか？

      ・全員の呼名は人数的に難しくなりましたが、1年生と6年生、リレー選手は今後も続けていきたいと思います。

・呼名はできなくとも、保護者にわかりやすいように「第○レース」と紹介することは来年検討します。

＜中間決算報告と余剰会費の使途について＞ （会計より）別紙参照

中間決算についてご報告します。お手元にあります「平成29年度中間決算報告」を合わせてご覧下さい。現状としては、上半期

を終えて全般的にほぼ例年通りの執行状況となっております。18番の予備対策費につきましては、玄関の掛時計の修理代、PTA室

のノートパソコン買換、屋外テントの購入となっています。また、リサイクル会計について1点報告します。上半期に文京区から

振込まれた報奨金に2,280円の過払いが発生しており、下半期に相殺します。

次に、下半期に例年通りの執行を想定した場合の通期の収支見込についてご報告します。今期は児童数の増加に伴う会費収入の

増加の影響があり、現状の予想ですと55万円の増額見込みです（昨年度は30万円の増額）。そこで、この余剰会費の使途につきま

しては、賞状・トロフィーのディスプレイ棚の新設および老朽化している印刷機の買換、総額で約45万円の執行を検討しておりま

す。（詳細は下記参照）

賞状・トロフィーのディスプレイ棚の設置について（副会長より）→承認されました。

職員室前に過去にいただいた賞状やトロフィーなどが飾られています。受賞した子どもたちや学校へ来られる保護者の方たちが

もう少し見やすいように新たにディスプレイ棚を設置してはどうかと三役内で検討されました。既存のショーケースはガラスのも

のが多く、地震などで割れる危険性がある為、工務店などで安全で見やすい棚を作って貰う方向で検討しています。現在、業者さ

んを選定中ですが、既存のショーケースが10～15万円程度で、運営委員会での承認が得られれば、同等の予算での制作を依頼する

予定です。安全な既製品も同時に検討していき、最終的に決定します。サイズは180cm×180cm程度を考えています。

印刷機の新規購入について（副会長より）→承認されました。

5月には緩衝材の摩耗、8月には印刷のかすれ、印字の不明瞭など故障が目立ち始めました。「リソグラフ」現機種も今のところ

部品の交換で使用できる状態ではありますが、業者（理想科学）によると購入から7年経っており、既に製造していない機種らし

く、基盤の故障があれば買い替えるしかないようです。今使用している機種と同等のもので65万円程度の印刷機が30万円程度ま

で値引きできるとの事なので、来年度予算での購入を検討しています。しかしながら、先述の通り不測の故障で使用が出来なくな

る可能性があり、その時は年度内に購入する必要がある為、運営委員会にて事前にご承認を得たいと考えております。現機種は、

展示品であったものを購入したことから、30万枚印刷使用後に30万円で購入、現在70万枚印刷済みの状態です。手軽に使用で

きるコピー機のほうがいいというご意見もいただきましたが、印刷１枚当たりの単価、印刷速度の点から、これまで通りリソグラ

フ購入の方向で検討しています。他メーカーにも問い合わせてみましたが、100万円以上の価格設定のため、理想科学1社で見積

もりをしています。コピー機使用に関しては、引き続き、学校のコピー機使用を快諾していただいております。

＜繰越金の使い方について＞ （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」などの意見がこれまで出ていました。検討するために、今年度は中間決



算を行い、詳細は資料に添付し、ご説明した通りとなっています。今年度は、賞状・トロフィーのディスプレイ棚設置および印刷

機の新規購入の予算が承認され、今期予算を使い切る予定ですので、色々な手間も配慮すると、今年度は引き落としを止めない方

向で考えています。来年度も児童や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、引き続き検討していきたいと

思います。

＜その他、お知らせ＞

小日台マーケットについて：（実行委員長およびアクティ小日台より）

実行委員長より：実行委員会が立ちあがり、11月11日の小日台マーケット開催に向けて動いています。フリーマーケットは15ブ

ース全て埋まりました。明日の締切りでチケット申込とお手伝い募集を行っています。昨年度との違いは、今年度は当日現金を扱

うことを止め、事前販売のみとした点です。申込のお忘れないように気をつけてください。また、おやじカレーでは、ご飯つきを

希望する声もあり、今年は「ご飯つきカレー」もしくは「（ご飯持参の）カレーのみ」の選択性としました。昨年度も演奏していた

だいたきらきら音楽部に加えて、今年度新設の小日台合唱部とのコラボでミニコンサートが開かれます。2 年前から小学校多目的

で始まったチアクラブに、本校の生徒が17名所属しています。マーケット会場で発表をしていただく予定です。プログラミング教

室、茶道体験、AED 体験もあります。特に、AED 体験は過去に体験された方でも、いざという時なかなかできるものではありませ

んから、何度でも経験してください。申込制ですが、余裕があれば飛び入り参加も可能です。20日（金）でチケット申込を締切り、

来週中にチケット発券の準備、今月末～11月頭に保護者の方に配布できるように準備を進めていく予定です。チケット締切りの再

喚起については、学校側からフェアキャストでメール配信していただきます。よろしくお願いします。

アクティ小日台（川口さん）より：昨年度は、児童144名、保護者31名、教職員9名、全体で224名、延べ人数280名参加してい

ただきました。昨年度は入場制限がなかったため、2回以上入場した児童もおり、待ち時間が長くなるという反省点がありました。

今年度は、１人１回に入場制限します。昨年同様、おばけ屋敷「かくれんぼ」を予定しています。詳細はお楽しみです。時間は、

10:45～14:30 を目処に開催し（準備状況および混雑状況を見て調整）、スタッフは７名参加します。文京区の放課後事業の規定に

より、今回の参加は、アクティ小日台としての活動ではなく、ベネッセとして参加となりますが、表向きの名前は馴染みのある「ア

クティ小日台」で参加します。よろしくお願いします。

移動科学教室ついて：（副会長より）

2学期も移動科学教室を行います。11月1日（水）4時間授業の日に13:30-15:30の2時間で開催します。今回は、理科の面白さを

じっくりと堪能してもらうというコンセプトで3～6年生対象（定員60名）のプログラムを用意しました。場所は、多目的室、地

下室、ランチルーム3ヶ所を利用します。申込方法は、ウェブ・メールで行いました。紛失のリスクを減らし、名簿作成が簡単に

できるという長所があるためです。紙ベースで申込希望の方は、担任の先生経由などでお願いします。締め切りは24日です。今回

も、アクティ小日台、育成室と連携し、スムーズに開催できればと思っています。保護者のお手伝いも大歓迎です。

小P連三大スポーツ大会について：（会長より）

バレーボール、卓球、バスケットボールの3競技が行われる保護者のスポーツ大会で、区内の小学校20校が参加します。11月3日

バレーボール、11月23日卓球、12月9日にバスケットボールの大会が湯島の総合体育館で開催されます。校長先生がバスケに出

場予定です。先生方も3大会のどれかには、出場か応援にいらっしゃいます。保護者の皆様も、応援に来てください。ただし、ご

来場の際は、駐輪場に限りがありますので自転車はご遠慮ください。改築中のスポーツセンターよりは会場自体も狭くなりますの

でご了承ください。

オリンピック・パラリンピック関係の予算について：（会長および学校長より）

会長：文京区でオリンピック・パラリンピック関係の予算があります。今年度の予算は、1イベント20万円です。三役・役員に限

らず、この予算を使用してイベントのご提案があれば、募集しています。

学校長：学校側もオリンピック・パラリンピック選手のゲストティーチャーを迎えています。今年度は、高橋勇一さん（陸上）、大

森盛一さん（陸上）に既に来ていただき、今後は、車椅子バスケット選手、車椅子ラグビー選手をお迎えする予定です。保護者の

方々もせっかくの機会ですので、是非、ご来校ください。

バスケットボール部のユニフォーム購入について：（副会長より）→承認されました

昨年度バスケットボール部からユニフォーム購入の打診がありましたが、新入部員数の予測が困難で、最終的な予算が確定してい

なかった為、今年度予算に組み込めませんでした。この度、小P連三大スポーツ大会を控えて、人数・金額が見えてきたので、サ

ークル費用として別途7万円を計上したいと思います。

赤白帽子について：（学校長より）

これまでツバ無し帽子が採用されていましたが、おそらく価格が安いという理由でのことだったと思われます。紫外線防止の観点



から、今後はツバ有りを採用する方向です。買い直す必要はありません。徐々にツバ有り帽子に移行できればと思っております。

改めて学校側よりお知らせを配布します。

＜新城副校長先生より＞

お忙しい中、本日はありがとうございます。多くのイベントの開催にご協力いただき感謝しますとともに、今後も行事が続きま

す。10月21日（土）の学校公開は、道徳です。4時間目は、元全国小学校道徳教育研究会長の萩原武雄先生による講演になってい

ますので、たくさんの保護者の皆さまにご参加いただければ幸いです。2学期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＞ 12/21（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。



文具、用紙、コピー使用料、インク代、印
刷機保守契約料等



記

１．収入の部

金　　額 備　　考
542,529
54,500
4,200  60kg×７0円/kg

15,540 2,590kg×  6円/kg
2,280 380kg×  6円/kg

2

619,051

２．支出の部

金　　額 備　　考
54,500
5,586

60,086

３．差引残金 558,965

会　　長

会　  計 会　 　計

会　　計 会　 　計

合　　　計

合　　　計

項　　　目
歓送迎会支出（支払い手数料、荷造運賃発送費含）
小日向ﾏｰｹｯﾄ材料費（支払い手数料含）

（平成29年４月１日～平成29年9月30日）

文京区立小日向台町小学校　父母と先生の会

平成29年度リサイクル活動に関しまして下記の通りにご報告申し上げます。

項　　　目
平成29年３月までの収益金累計残高
歓送迎会収入
アルミ缶引き取り（H28年9月～H29年7月分）
区からの報奨金（毎月のリサイクル H29年1月～6月）
区からの報奨金(預り金）
預金利息


