家庭数配布

ＰＴＡ発 第 41 号

平成 29 年度

第４号 11 月 24 日

小池小学校ＰＴＡ

第４回運営委員会報告『委員数 144 名から 108 名への削減に向け委員会活動見直しを検討中』
日時：平成 29 年 11 月 15 日（水）10：30～

司会：副会長

出席者：保護者 22 名 学校２名

～お知らせ・お願い～
役員会より 委員数削減に向けて、委員会活動の見直しの検討を開始しました。12 月開催の保護者会において、改正ポイ
ント等をご説明する予定です。今後の委員会活動の充実に向けて、来年２月に開催予定の後期総会にて承
認案を提示できるように、役員及び各員会の委員の皆様のご協力を得ながら、具体的な検討を進めていき
たいと考えています。（現状と改正のポイントについては、本誌２ページ目を参照）
また、委員会活動の見直し、委員活動の負担軽減等に向けてのお願いです。学校公開や運動会等の学校
行事で来校される保護者の方は、必ず保護者用名札を持参してください。来校時の保護者名札を忘れる方
が目立っており、受付作業人員の確保が困難になりかねません。保護者用名札がお手元にあるか今一度
確認し、見当たらない場合は再発行いたします。各クラスの学級代表委員までお問い合わせください。
五十嵐校長先生あいさつ
こんにちは。
インフルエンザが流行り始め、
今週の火曜日と水曜日に１年生と２年生で学級閉鎖となっています。
学校ではうがい、手洗いは全員で実施することにしています。また、学級閉鎖の実施判断については、特に欠席者
数の基準等はなく、学年により学級閉鎖に至る際の欠席者の人数が異なる場合もあります。欠席者数が同じでも学
級閉鎖になる学年とならない学年があります。学校として学級閉鎖実施の判断は、その後、インフルエンザが拡大
する傾向がみられるか、縮小する傾向にあるか、により判断しています。その点、ご理解いただければと思います。
西田副校長先生あいさつ
10 月・11 月は遠足や社会科見学等があり、保護者ボランティアの方々の協力のもと、無事に終えることができま
した。ご協力ありがとうございました。特に、往路の移動時に、満員電車に乗り合わせることもあり、保護者ボラ
ンティアの協力なくしては子どもたちが込んだ電車に乗り込むことができなかったと思います。本当にありがとう
ございます。
学校からの報告
西田副校長先生より 11・12 月の行事予定について説明。
主な活動報告
◎ 委員数の削減に向けて、委員会活動の見直し（以下「委員会活動見直し案」とする）のための検討を開始しま
した。
［役員会］
◎ ＰＴＡ自転車教室、給食試食会、第２回「親子でソフトボールを楽しむ会」にたくさんの方が参加してくださ
りました。ありがとうございました。
［文化厚生委員会］
◎ 推薦活動実施中です。多くの方に大変好意的なお返事をいただいております。ぜひ、来年度の役員に多くの方
に参加していただきたいと思います。
［推薦委員会］
主な活動予定
◎ 委員数の削減に向けた「委員会活動見直し案」について、後期総会での承認に向けて、運営委員会を中心に詳
細を詰めていく予定です。
［役員会］
◎
ウェブベルマークのご案内に関する資料を配布します。インターネットでのお買い物でもベルマークを貯め
られる制度があります。
［文化厚生委員会］
運営委員会議事
【役員】
１ 「委員会活動見直し案」について説明。委員数を削減する方針について承認。各委員会活動の見直し、活動分

担の見直し等については、12 月 15 日までに各委員会でも検討し、意見だしを行うこととした。次回運営委員
会にて、具体的な活動内容の見直しを行い、最終案を作成。２月の後期総会で、改正案を審議予定とする。
２ 慶弔報告。慶事１件（伊藤先生のご結婚）を報告。ＰＴＡ一同、心よりお祝い申し上げます。
３ 役員会より報告。総会回数の見直し案について審議。年度初め（現前期総会時期）の 1 回とする案で承

認。次回運営委員会時に、規約改正案を役員会から提示する予定。

４ 会計監査より、前期会計監査結果の報告。
【委員会】
５ 文化厚生委員会より、
「ＰＴＡ自転車教室」(10/４)活動報告。
６ 文化厚生委員会より、
「ＰＴＡ給食試食会」(10/24)活動報告。
７ 文化厚生委員会より、第２回「親子でソフトバレーボールを楽しむ会」(11/３)活動報告。
８ 文化厚生委員会より、
「ウェブベルマーク」について周知。
９ 広報委員会より、
「小池｣211 号掲載原稿について、各委員会へ協力依頼。
（各委員会より提出〆切 11/30）
10 校外指導委員会より、
「委員会活動見直し案」に伴い、世話人統一ルールの作成および校外班編成の変更の検討
報告。

委員会活動見直し案骨子
（現状）
 役員・委員の定員数が、１児童につき１回以上の人員構成 →高学年の担い手不足
 委員会間の作業量に相違 →委員会によっては、不人気となり、担い手不足になる傾向
 委員会作業の中には、やってもやらなくてもいい作業が定例化しているものもあり
⇓
（見直しの方針）
 ＰＴＡ活動の本来あるべき姿・目的の見直しを行い、必要不可欠な委員会と委員会活動の精査を実施
する。
 活動内容及び作業量に見合った委員数への見直しを行う。
（６ 年間で１ 回経験をベースとする）
【現行】委員数 132＋役員９＋監査３＝144 名 （＋正副世話人 42 名＝186 名） ⇒【改正案】108 名
（具体的な改正ポイント）
 ６ 委員会→５委員会へ縮小（学校行事支援委員会※を廃止）
。
※学校行事支援は、学校行事支援委員会設置前の状態に戻し、各委員会及びボランティアの協力のも
とで実施。
 委員会内の人数の見直しによる削減。作業量に応じた適正人数の割り出し。
 上記に伴い、現行のクラス毎での委員選出から、学年ごとの委員選出に変更。
 校外班の世話人の位置づけを見直し、校外指導委員に昇格。
 ６年生保護者が卒業対策に係る活動に専念できるように、他の委員会活動負担を軽減化。
（今後のスケジュール）
12 月 各学年保護者会において、
「委員会活動見直し（案）
」について役員及び運営委員会にて検討状況につい
て報告予定。
12/15 「委員会活動見直し（案）
」に対する各委員会意見集約結果の担当役員への提出〆切。
12/15～12 月末 役員会にて、各委員会意見の取りまとめ。
「委員会活動見直し（案）
」の最終化に向けた検討。
「委員会活動見直し（案）
」最終案の作成。
１/17 第５回運営委員会にて、
「委員会活動見直し（案）
」最終案の審議。
２月 （第５回運営委員会にて、
「委員会活動見直し（案）
」最終案が承認された場合）後期総会にて、決議。
（意見募集）
現在、委員会活動の見直し（案）について、ＰＴＡ役員・運営委員会出席委員を中心に、検討中です。今後、
各委員会や学校においても、
「委員会活動見直し（案）
」について検討していただく予定です。
今年度、ＰＴＡ委員会の委員や役員等の活動に直接携わっていない方にも、ぜひ建設的なご意見をお待ちして
おります。
ご意見いただける方は、お近くの役員あるいは学級代表委員、お知り合いの委員さんを通じて、お伝えいただ
くか、12/15 までミーティングルーム前に、ご意見箱を設置しますので、そちらに自由書式でご意見を入れて
ください。ご意見に対する個別の回答が必要な方は、お子様の学年・クラスとお名前の記載をお願いいたしま
す。

活動報告と予定
役員会
【活動報告】
【活動予定】
９/15 調布地区Ｐ会長会
11/17 調布地区Ｐ会長会
９/16 貝塚中学校懇談会
12/２ 地域教育連絡協議会（第３回）
９/30 地域教育連絡協議会（第２回）
12/未定 小池小学校同窓会 年末懇親会
10/１ ９自治会スポーツ祭り（救護班担当）
12/15 調布地区Ｐ会長会
10/７ 大森六中 80 周年式典
１/17 第６回役員会・第５回運営委員会
10/20 調布地区Ｐ会長会
９/19～10/29 委員会活動見直し案打合せ（計７回）
11/５ 調布地区ＰＴＡバレーボール大会（応援）
11/６ ＰＴＡ前期会計監査（別紙「通帳残高」参照）
11/11 小池自治会より旗・タスキ・ベスト贈呈式
11/14 第三ブロック研修会
11/15 第５回役員会・第４回運営委員会
学級代表委員会
【活動報告】
【活動予定】
【正副委員長】 １/17 第５回運営委員会
11/15 第４回運営委員会
９/16 卒業対策委員会との打合せ
11/未定 第５回常置委員会
【６学年代表】 12/未定 図書修繕
１/17 第５回運営委員会
９/15 第４回常置委員会、伊豆高原ＤＶＤ配布
11/17 第５回常置委員会
【５学年代表】 １/17 第５回運営委員会
10/27 白衣・図書修繕
11/15 第４回運営委員会
９/12 第４回常置委員会
11/未定 第５回常置委員会
【４学年代表】
11/15
第４回運営委員会
１/17 第５回運営委員会
９/13 第４回常置委員会
10/24 白衣・図書修繕
【３学年代表】 11/未定 第５回常置委員会
10/24 白衣・図書修繕
11/15 第４回運営委員会
１/17 第５回運営委員会
９/19 第４回常置委員会
11/18 親睦会（１組）
10/21 親睦会（２組）
11/未定 第５回常置委員会
【２学年代表】
11/７ 白衣・図書修繕
12/２ 親睦会（４組）
11/15 第４回運営委員会
１/17 第５回運営委員会
10/26 白衣・図書修繕
11/25 親睦会(１・４組合同)
11/11 親睦会（３組）
11/27 親睦会(２組)
【１学年代表】
11/15 第４回運営委員会
11/未定 第５回常置委員会
１/17 第５回運営委員会
文化厚生委員会
【活動報告】
【活動予定】
９/15 第４回常置委員会
11/17 第５回常置委員会
10/２ 第２回「親子でソフトバレーボールを楽しむ会」
ベルマーク・インクカートリッジの回収・仕分け
開催のお知らせ配布
「ウェブベルマークのご案内」文書印刷・配布
10/４ ＰＴＡ自転車教室
12/未定 「ベルマークの回収結果報告（及び物品購入報告）
」
10/24 ＰＴＡ給食試食会開催
文書配布（物品購入決定の際はその手配）
11/３ 第２回「親子でソフトバレーボールを楽しむ会」
１/17 第５回運営委員会
開催
11/15 第４回運営委員会

広報委員会
９/14
９/17
10/４
10/11
10/20
10/24
10/25
11/15

【活動報告】
３年生社会科見学取材
６年生とうぶ移動教室出発式取材
ＰＴＡ自転車教室取材
４年生スピーチ大会取材
ふれあい交流会取材
ＰＴＡ給食試食会取材
３年生音楽朝会取材
第４回運営委員会

【活動報告】
９/13 第４回常置委員会
９/中旬 校庭開放用遊具（ボ－ル、バット）納品
11/11 小池自治会より旗・タスキ・ベスト贈呈式
11/15
第４回運営委員会

【活動報告】
９/11～22 「推薦用紙」 回収
９/30 第６回常置委員会（開票・集計）
10/10 第７回常置委員会
10/23 被推薦者への告知お手紙配布
11/15 第４回運営委員会

【活動予定】
11/25 第４回常置委員会、
「小池」210 号発行・発送作業
12/１～３ 学習発表会取材
12/15 ２年生スピーチ大会取材
１/17 第５回運営委員会

校外指導委員会
【活動予定】
11/16 大田区地域安全・安心パトロール活動助成金申請に
係る購入品決定・申請準備
12/未定「校外班世話人会選出のお知らせ」家庭数発行
「校外班世話人選出のお願い」
（世話人）発行
校外班届け出用紙の修正
年度末パトロール報告書入力
平成 30 年度２月の校庭開放当番表作成
１/17 第５回運営委員会
推薦委員会
【活動予定】
11 月初旬～ 被推薦者への電話かけ
11/20 又は 24 第８回常置委員会
１/17 第５回運営委員会

学校行事支援委員会
【活動予定】
【活動報告】
12/２,１/13 学校公開支援活動（受付）
９/29・30，10/２ 学校公開支援活動（受付）
10/３ ＰＴＡ役員と打合せ（学校行事支援委員会の活動
１/17 第５回運営委員会
内容について）
11/２ 常置委員会の打合せ
11/８ 第４回常置委員会
11/15 第４回運営委員会
★ 次回運営委員会は １月１７日（水）１０：３０～ 開催です。

