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第２号 ７月４日

小池小学校ＰＴＡ

第２回運営委員会報告
『定期総会は７月４日開催です。皆様ぜひご参加ください』
日時：平成 30 年６月 21 日（木）10：45 ～

太田ＰＴＡ副会長より
委員総会にて各委員会の正副委員長さんが決ま
り、そのまま同日第一回運営委員会でしたので、
実質今回が初めて相談の場となります。
主な活動報告
無理のない範囲で、
お子様の体調の悪い時などは
◎ 委員数の削減に向けて、委員会
ご連絡頂ければ、役員が議事をフィードバックも
行います。また興味のある活動があれば協力頂け
ればと思います。
一年間どうぞよろしくお願いいたします。

司会：副会長

出席者：保護者 20 名 学校２名

松橋校長先生より
資料を見ると４月からの３カ月もない中で、
たくさんの取り組みをされていることを改めて
各委員会に感謝しています。皆さん自分ができ
るところを支え合って、無理のないようになさ
ってください。
学校工事については、業者が決まり、６月中に
打ち合わせの予定が入りました。７月から足場
組みがはじまる予定です。不自由を最小限に配
慮し、安全最優先で行ってまいります。よろし
くお願いします。

運営委員会議事・報告
＜Ｈ29 年度会計監査＞
５月 15 日Ｈ29 年度後期の会計監査が終わり、会計書類並びに会計処理は適正であり、
収支報告に相違はありませんでした。
＜ＰＴＡ会計＞
今年度より学校行事支援委員会が廃止となり、その業務を現存の委員会に担っていただくため、
昨年度まで学校行事支援委員会に割り当てられていた各委員会へ予算を振り分けました。
今年度の予算案に記載される額が各委員長からご提示いただいた予算額より増額となっています。
＜ＰＴＡ副会長＞
Ｈ30 年度校庭開放謝礼金についてご報告です。小池小学校では今年度 1 年生の保護者に校庭開放当番をお願い
しています。当番をしてくださる方には、大田区より校庭開放謝礼金をいただいておりますが、本校では例年、
保護者の皆様のご了承を得て、
“子どものために使用する”という目的でＰＴＡにて一括管理をさせていただい
ております。現在 1 年生の保護者の方から、書面による同意書をいただいている最中です。今年度も校庭開放
謝礼金をＰＴＡで一括管理をさせていただき、子ども達のために活用していきたいと思います。
ご意見などございましたら、役員・学級代表までご連絡ください。
＜ＰＴＡ顧問＞
ＰＴＡで管理をさせていただいております口座の中に休眠口座がありました。
定期総会にて口座解約についての詳細を説明後、一般会計へ移行の予定をしております。
＜学級代表委員会＞
校庭開放で管理しております一輪車がほとんど使えない状態で、現在修繕を区に申請しております。
６月末に区の修理の方が来る予定です。
＜文化厚生委員会＞
「給食試食会」
「自転車教室」企画案についての説明及び補助金の申請は拍手をもって承認されました。
ベルマークボランティア募集については、後日、詳細をお知らせします。

＜校外支援委員会＞
７月５日、５・６年生対象ラジオ体操リーダー講習を行います。７月 21 日～７月 30 日ラジオ体操を行います。
＜推薦委員会＞
来年度、ＰＴＡ役員選出作業を始めております。皆様、ご協力をお願いいたします。
＜卒業対策委員会＞
今年度より、運営委員会に参加し、６年生以外の方にも今後の参考に活動を知ってもらうため、活動報告を行っ
ていきます。
＜慶弔報告＞
図工 金子大介先生がご結婚されました。ＰＴＡよりお祝いをお渡しします。

西田副校長先生より
不審者などによる防犯対策として、授業時間内は、正門からの出入りをお願いしております。
入る際にはインターフォンで「学年・クラス・児童名・用件」をはっきりとお伝えください。
ご協力をよろしくお願いいたします。
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役員会
【活動報告】
入学式参列・来賓対応の手伝い
1 年生学校生活サポーター開始（～５/11・５/30）
近隣中学校の入学式参列（大森六中）
高学年保護者会（進行のお手伝い）
低学年保護者会（進行のお手伝い）
調布地区Ｐ会長会（19:00～＠東調布第三小）
教職員離任式
第１回役員会
連 P 新任役員研修会（14:00～＠池上会館）
大田区子どもガーデンパーティ打ち合わせ
(＠雪谷出張所)
役員会・委員総会・第１回運営委員会（＠ランチルーム）
卒対委員会新旧引継ぎ
大田区子どもガーデンパーティ（＠洗足池公園）
運動会（来賓対応など）
Ｈ29 年度地区連会計監査（＠校長室）
Ｈ29 年度ＰＴＡ後期会計監査(10：00～＠ランチルーム)
青少対雪谷地区 総会（18:00～＠雪谷特別出張所）
調布地区Ｐ会長会及び調布地区Ｐ総会(19:00～千鳥小)
調布地区Ｐ歓送迎会（19:00～＠大田区民プラザ）
近隣中学校の運動会(大森六中・貝塚中・石川台中)
地区連総会・懇親会（17:30～＠雪谷特別出張所）
ラジオ体操準備委員会(＠ランチルーム)
六校連絡協議会(15：00～＠石川台中)
調布地区Ｐ役員会・会長会（19：00～＠嶺町小）
青少対「社会を明るくする運動」
(10：00～＠小池小ランチルーム・準備設営)
小池小同窓会
大森六中歓送迎会
第３回役員会・第２回運営委員
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【活動予定】
地域教育連絡協議会～第 1 回
（10:00～11:00＠校長室）
小連総会
小池自治会学童見守り顔合わせ
給食運営協議会(15：00～＠校長室)
Ｈ29 年度 卒対委員会会計監査
(14：00～＠ミーティングルーム)
Ｈ30 年度ＰＴＡ定期総会
（15:30～＠体育館）
調布地区Ｐ役員会・会長会
（19：00～＠久が原小）
ほたる鑑賞会
ラジオ体操（７/21～７/30）
ラジオ体操反省会
第４回役員会・第３回運営委員会

学級代表委員会
【活動報告】
４/16 第１回常置委員会（６学年）
４/28 委員総会及び第 1 回運営委員会
第１回常置委員会（１～５学年）
第２回常置委員会（６学年）
運動会受付シフト印刷・配布（１学年）
運動会受付シフト作成（３・４年）
４/30 第２回常置委員会（１学年）
５/２ 校庭開放受付（１学年）
５/７ 運動会受付シフト表印刷・マニュアル配布（３・４学年）
親睦会のお知らせ印刷・配布（４学年）
５/11 運動会マニュアル配布作業（１学年）
第３回常置委員会（１学年）
５/12 運動会受付
第３回常置委員会（６学年）
５/16 第４回常置委員会（１学年）
校庭開放についてのお知らせ印刷作業（１学年）
親睦会お知らせ制作・印刷作業（１学年）
５/20 校庭等開放事業説明会（区役所）
５/23 第２回常置委員会（２学年）
メール送付依頼手紙作成•配布（３学年）
５/27 校庭開放〆作業引継ぎ（１学年）
５/28 親睦会
６/４ 第５回常置委員会（１・３学年）
６/21 第２回運営委員会
第２回常置委員会（５学年）

【活動予定】
合同親睦会（６学年）
第３回常置委員会（３学年）
合同親睦会（５学年）
校庭開放〆作業（１学年）
第６回常置委員会（１学年）
６/下旬 親睦会（２学年）
６/未定 第２回常置委員会（４学年）
７/４ ＰＴＡ定期総会
７/５ 合同親睦会（３学年）
９/12 第３回運営委員会
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文化厚生委員会
【活動報告】
４/28 委員総会
第１回運営委員会
５/18 第１回常置委員会
ベルマーク・インクカートリッジの回収、仕分け
栄養士・岡本先生と給食試食会打ち合わせ
６/11 「給食試食会開催のお知らせ」の配布
６/14 「ベルマーク・インクカートリッジ回収のお願い」
「ベルマーク一覧表」
「ウェブベルマークのご案内」の配布
６/15 ベルマーク運動説明会（新橋ヤクルトホール）出席
６/21 第２回運営委員会

【活動予定】
７/４ ＰＴＡ定期総会
７/６ 第２回常置委員会
９/上旬「自転車教室開催のお知らせ」配布
９/12 第３回運営委員会
９/18 給食試食会開催

広報委員会
【活動報告】
４/28 委員総会
第 1 回運営委員会
６/１ ｢小池｣212 号発行
６/２ 第１回常置委員会
６/19 プール開き取材（１年生）
６/21 第２回運営委員会

【活動予定】
７/４ ＰＴＡ定期総会
７/上旬 第２回常置委員会
７/下旬「小池クラブ」取材
「ラジオ体操」取材
９/12 第３回運営委員会

校外指導委員会
【活動報告】
４/28 委員総会
第１回運営委員会
５/12 防犯パトロール/看板出し・旗持ち当番表作成、配布
（６月～９月分）
５/19 第１回常置委員会、新旧引き継ぎ(校外グループ、ラジオ
体操班)
６/13 ラジオ体操準備委員会
６/14 第１回六校連絡協議会
６/21 第２回運営委員会

【活動予定】
６/中旬 ラジオ体操参加者カード・ポスター受け取り
ラジオ体操ポスタービニール掛け・自治会配布
６/23 小池自治会学童見守り顔合わせ
７/４ ＰＴＡ定期総会
７/５ ラジオ体操リーダー講習会（５年６年対象）
７/上旬 夏休みラジオ体操のお知らせ配布
７/11 第２回常置委員会
（ラジオ体操景品準備）
７/21 夏休みラジオ体操実施
７/26 夏休み洗足池パトロール（３日間）
～30
７/30 ラジオ体操事務引継会
９/12 第３回運営委員会

推薦委員会
【活動報告】

【活動予定】
６/中旬 平成 30 年度ＰＴＡ役員
・会計監査委員候補者推薦用紙印刷
７/２、７/６
保護者会にて、９月に推薦用紙配布に及び提出
協力の依頼、口頭説明を学年代表に依頼
推薦用紙発注
７/４ ＰＴＡ定期総会
９/初旬 平成 30 年度ＰＴＡ役員
・会計監査委員候補者推薦用紙配布
※ 役員仕事内容一覧、
役員体験談集も同時に配布
９/12 第３回運営委員会
９/下旬 平成 30 年度ＰＴＡ役員・会計監査委員候補者
推薦用紙 回収

４/28 委員総会
第１回運営委員会
常置委員会
新旧引継ぎ、連絡手段ラインに決定
６/２ 第２回常置委員会
6/23 学校公開受付作業 分担、説明
６/21 第２回運営委員会

卒業対策委員会
【活動報告】
４/28 委員総会、正副委員長選出 各役割分担決定
（卒業対策委員 12 名）
前年度委員からの引き継ぎ
５/17 第 1 回卒業対策委員会
＜各係からの提案、業務内容シェア＞
５/29 銀行口座開設
５/30 第２回卒業対策委員会 ＜卒対だよりたたき台作成＞
６/８ 第３回卒業対策委員会＜証書ホルダー(サンプル参照
しながら)および記念品決定＞
卒対だより１号を配布
６/11 ＜お別れ会：平成 31 年２月 27 日、卒対費：２万円、
振り込み期間：６/11〜７/６＞
＜お別れ会お手伝いのアンケート＞
６/17 同窓会お手伝い
６/21 第２回運営委員会

【活動予定】
７/未定 第４回卒業対策委員会
＜アンケート集計、卒対費入金確認＞
お別れ会お手伝い
アンケート回答の集計
卒対費入金確認作業
→未納者にメール及び電話で連絡
９/12 第３回運営委員会

○ＰＴＡ定期総会は ７月 ４日（水）15：30～ 開会です。
○次回運営委員会は ９月 12 日（水）10：30～ 開催です。

