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ＰＴＡ発 第 58 号

平成 29 年度

第６号 ３月 17 日

小池小学校ＰＴＡ

第６回運営委員会報告『皆様のご協力に感謝申し上げます。1 年間ありがとうございました。
』
日時：平成
30 年３月９日（金）10：30～
司会：副会長
出席者：保護者 27 名 学校１名
平成 30
年度の委員総会及び第 1 回運営委員会は、４月
28 日（１～３時間目）の予定です。

太田ＰＴＡ会長より

西田副校長先生より

今年度皆様には多数のご協力をいただきま
して、誠にありがとうございました。
今年度を振り返りますと、委員会の委員決
めの際に、保護者の方が手を挙げにくい環境
があるということで、委員会活動の見直しを
しました。来年度は、会長と副会長が入れ替
わる形となりますが、引き続き皆さんが手を
挙げやすい環境を目指して、委員会活動の見
直し等に取り組んでいきたいと思います。
今後とも皆様のご協力、お願いいたします。

今年度は９月 14 日よりインフルエンザによ
る欠席が、
全校で連続していましたが、
昨日
（３
月８日）ようやく終息いたしました。これから
終業式まで残すところ少しとなりましたが、頑
張ってまいりたいと思います。
皆様、今年度も様々なお力添えをいただき
ありがとうございました。
職員も精一杯頑張ってまいりますので、今後
ともよろしくお願いいたします。

運営委員会議事・報告
１ ６年生お別れ会の報告
➡２月 28 日 ＰＭ2：00－4：00 小池小学校体育館にて。職員 47 名・来賓 15 名・地区連＆ＰＴＡ
10 名・児童数 145 名・保護者 146 名 計 363 名で執り行われました。
小池小学校地区連絡協議会会長 田中英雄様より、皆勤賞６名・精金賞 46 名に図書カードをいただ
きました。当日は、将来の夢の発表・合唱・合奏など、心温まるお別れ会となりました。
謝辞をお引受けくださった６－２柳原弓恵様、素敵な司会をしてくださった６－１佐藤桂様そして、
６年生の保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。
卒業対策委員会はこの後、卒業式・６月に行われます同窓会に向けて活動いたしますので、引き続き
よろしくお願いいたします。
２ サークルからの年間活動報告
➡バレー部：サポートルーム 松岡優先生にお手伝いいただき、東海林まどか先生に練習に参加して
いただくなど、充実した活動ができました。来年度もよろしくお願いいたします。
ソフトバレーボール部：今年度、
「親子でソフトバレーボールを楽しむ会」を６月と 11 月に開催いた
しました。 多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。
来年度も、よろしくお願いいたします。
３ 新年度に向けての連絡事項
➡・現委員の皆さんで協力し、30 年度委員選出アンケートの希望を目安として活用しながら進めてい
ただきます。※アンケートは回収後、各学年代表委員に修了式日にお渡しする予定です。
・委員名札ホルダーは、新年度委員に委員総会にて引き継いでください。
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４ 平成 30 年度の運動会について
➡・パトロール：ボランティアの募集をいたします。ご協力よろしくお願いします。
※役員がシフト組をし、ボランティアの皆様には簡単なマニュアルを配布します。
・東門受付：30 年度は、委員が受付を担当します。なお、受付は東門のみの予定です。
※シフト枠組みは役員、シフト組は新学級代表がいたします。
５ 委員会より、振り返りと来年度に向けて
➡ 今年度は委員会活動の改正案という大枠の見直しに取り組みました。
活動を進める中で改善点などを見出し、来年度の委員会が少しでも円滑に行われる様、思案して参り
ました。活動が年度を越す委員会もございますが、この１年間の皆様のご協力に、感謝申し上げま
す。
６ 慶弔報告➡なし
７ その他
➡・ＰＴＡミーティングルームのⅠＴ化を検討しております。
ⅠＴに詳しい方、ご専門の方等々、ＰＴＡ活動の効率化に向けて、ぜひ!! お力、お知恵を貸
していただきたいと思います。我こそは！と思う方は、ＰＴＡ役員までお申し出ください。

名札携行のご協力に感謝申し上げます。
学校とＰＴＡからの呼びかけにより、学校行事の際の名札忘れ
が減少して参りました。皆様の意識の向上に、役員ならびに学校
行事支援委員会一同嬉しく思います。そこで、今一度名札携行の
意味を考えてみませんか？例えば、名札のないまま校内をうろつ
いている見知らぬ大人・・・。子ども達が安心して授業を受けら
れるでしょうか。子どもはよく見ています。
見本となる小池小学校の素敵な保護者でいたいですね。
今後とも、名札の携行にご協力をお願い致します。
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活動報告と予定
役員会
【活動報告】
１/18
１/19
２/６
２/13
２/13
２/16
２/16
２/23
２/23
２/26
２/28
２/28
３/１
３/５

地区臨時総会
調布地区Ｐ会長会
第２回小池自治会児童見守り顔合わせ
おおたの教育研究発表会
新１年生保護者会にてＰＴＡの紹介
調布地区Ｐ会長会
区長を囲む教育懇談会
六校連絡協議会
調布地区会長会
学校保健委員会
第４回地域教育連絡協議会
６年生お別れ会
ＰＴＡ後期総会・新旧役員顔合わせ
１学年保護者会にて来年度２年生校外指導委員会
校外班担当選出
３/９ 第７回役員会・第６回運営委員会

３/１
３/９
２/16
２/20
２/20
２/28
２/28
３/１
３/９
１/19
２/15
３/２
３/９
２/13
２/28
３/１
３/７
３/９
３/９
３/９

【活動報告】
ＰＴＡ後期総会
第６回運営委員会
第６回常置委員会
移動教室ＤＶＤ配布の案内配布
メッセージカード作成依頼案内配布
お別れ会の会運営
希望者へのＤＶＤ配布
ＰＴＡ後期総会
第６回運営委員会
第６回常置委員会
メッセージカード配布
メッセージカード回収
第６回運営委員会
メッセージカード配布・依頼書送付
メッセージカード回収完了
ＰＴＡ後期総会
メッセージカードアルバム制作作業
第６回運営委員会
引継データバックアップとファイル整理
第７回常置委員会

１/18
３/２
３/９
２/１
３/１
３/５
１/29
２/24
３/１
３/９

第６回常置委員会
先生方へスタンプ贈呈
第６回運営委員会
第６回常置委員会
ＰＴＡ後期総会
先生方へスタンプ贈呈
第７回常置委員会
１，２組合同・３組親睦会
ＰＴＡ後期総会
第６回運営委員会

３/15
３/17
３/20
３/22

【活動予定】
１年生サポーター説明会
調布地区Ｐ役員会・会長会
近隣中学校卒業式出席
平成 29 年度 卒業式

平成 30 年度
４/６ 平成 30 年度 入学式・新役員ミーティング
４/９ 学校サポーター開始
４/９ 近隣中学校入学式参列
４/
連Ｐ新任役員研修会
４/12 高学年保護者会補佐
４/13 低学年保護者会補佐
４/28 委員総会・第１回運営委員会
４/29 大田区子どもガーデンパーティ
未定
調布地区Ｐ総会・歓送迎会
５/12 運動会
５/15 後期会計監査
５/26 調布地区歓送迎会
未定
小Ｐ連総会・歓送迎会
学級代表委員会
【活動予定】

【正副委員長】
３/22 先生へのお手紙贈呈

【６学年代表】

【５学年代表】
【４学年代表】

３/16 第７回常置委員会
３/23 先生方へメッセージカード贈呈

３/20 頃 先生方へアルバム贈呈

３/未定 第７回常置委員会
【３学年代表】
３/未定 第７回常置委員会
【２学年代表】

【１学年代表】

3

３/10 ４組親睦会
３/23 先生方へスタンプ贈呈
３/未定 第７回常置委員会

文化厚生委員会
【活動報告】
１/19 第６回常置委員会
ベルマークの回収、仕分け、集計作業
３/１ ＰＴＡ後期総会
３/９ 第６運営委員会

【活動予定】
３/13 第７回常置委員会、茶話会
集計済みベルマーク、送付票の発送
インクカートリッジの仕分け
各班引継用資料作成
広報委員会
【活動報告】
【活動予定】
２/23 小池まつり取材
３/16 「小池」211 号発行
３/１ ＰＴＡ後期総会
３/17 第５回常置委員会
３/９ 第６回運営委員会
４/６ 平成 30 年度入学式取材
校外指導委員会
【活動予定】
【活動報告】
３/16 第６回常置委員会
２/６ 第２回小池自治会児童見守り顔合わせ
３/22 第２回大田区ガーデンパーティ実行委員会
2/20 「平成 30 年度ＰＴＡ校外指導委員会・校外班担当
４/12 第３回大田区ガーデンパーティ実行委員会
（現世話人）選出のお知らせ」発行
４/23 第４回大田区ガーデンパーティ実行委員会
２/23 第２回六校連絡協議会
４/29 第 69 回大田区子どもガーデンパーティ
３/１ ４・５月校庭開放資料配布（１～５年生）
（今年度は安全パトロール）
２年生に校庭開放当番表配布
３/５ 平成 30 年度ＰＴＡ校外指導委員会校外班担当選出 ４月上旬 校庭開放資料配布（新１年生）
３/５ 第１回大田区ガーデンパーティ実行委員会
３/９ 第５回運営委員会
推薦委員会
【活動報告】
【活動予定】
３/21
第
10
回常置委員会
１/20 頃 役員・会計監査委員候補者決定
２/17 第９回常置委員会
２/19 「平成 30 年度役員・会計監査委員候補者の
お知らせ」全家庭数配布
３/１ ＰＴＡ後期総会
新・旧役員、会計監査委員顔合わせ（茶話会）
３/９ 第６回運営委員会
学校行事支援委員会
【活動予定】
【活動報告】
３/10
第５回常置委員会
２/15 第５回常置委員会の打合せ
３/１ ＰＴＡ後期総会
３/９ 第６回運営委員会
３/９ 「平成 30 年度運動会パトロールボランティア募集」
配布
★ 委員総会は４月 28 日（土）９：00～ 、第１回運営委員会は同日 10：15～ 開催です。
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