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真弓
清彦

校長、教頭、執行部、理事、各委員（文化、広報、地域、補導、バレーボール）
、子ども会

１．会長挨拶
おはようございます。
皆様、本日はお忙しい中、第２回 PTA 理事会にご出席頂きありがとうございます。私自身が都合により欠席
となってしまい、大変申し訳ございません。
理事の皆様には、７月に開催された東習志野合同盆踊りにて、準備から当日の運営まで大変お世話になり、あ
りがとうございました。全てが初めての試みだったため、何かとお手間やお手数をおかけしてしまいましたが、
皆様がご理解下さり、ご尽力下さったおかげで大きなトラブルもなく、子供達の沢山の笑顔を見ることができ
ました。私自身、凄く楽しい時間を過ごさせて頂きました。本当にありがとうございました。
また、皆様、お便りや学校メールなどでご存じと思いますが、先月、バレー部の皆さんが、習志野市内大会
では準優勝、習八大会では優勝という快挙を遂げました。この素晴らしい結果に、私は大変興奮し、大きな感
動を頂きました。実を言うと私は、PTA 役員になるまで PTA バレーのことを殆ど知りませんでした。しかしこ
こ数年、この時期に行われるバレーボール大会の応援が、私の楽しみの一つになっていて、沢山ワクワクさせ
て頂いています。
PTA 活動の楽しさは、このように、仲間と一緒に、貴重な時間やワクワクを共有できるところにあると思い
ます。活動には色々と大変なこともありますが、役員の皆さんをはじめ、会員の皆さんにも、この楽しさを感
じて頂き、PTA 活動を無理なく盛り上げて頂ければ幸いと願っています。
今後、理事の皆様には、次期役員選出のために大変お世話になりますが、どうぞ引き続き宜しくお願いいた
します。
２．校長挨拶
朝露に輝く陽光はようやく秋の気配を感じるようになってきましたが、校長室の脇の花壇では夏の風物詩で
あるアサガオの花がたくさん咲いています。美しさを誇るように大きく開くアサガオにとって秋になっても隆
盛な姿でいられるのは幸せなのかもしれません。今でも毎日のように新たなつぼみを見つけることができ、こ
の様子がいつまで続くのか興味深くもあります。
さて、台風１５号の強風は想定の範囲を超え、県内各地に大きな被害をもたらしました。１か月が過ぎた今
もなおこれまでのような生活に戻れない方々もいらっしゃいます。関係各位の皆様には心からお見舞い申し上
げます。本校でも大きな樹木が根こそぎ倒れたり、木の枝がたくさん折れてしまったりしました。幸い人的被
害や停電、断水などはなく、台風一過の運動場一面に積もった木の葉や枝を額に汗しながらきれいにする子供
たちの姿には力強ささえ感じられました。明後日からの３連休には今シーズン最大級の台風１９号が近付いて
きます。
「備えあれば憂いなし」の諺のとおり、万全の体制を整えて備えることが大切といえそうです。
話は変わりますが、毎年この時期に開催される習志野市ＰＴＡバレーボール大会において本校のチームは
昨年度の成績を上回り準優勝しました。さらに、学校からのメール配信でもお知らせしましたように、２９日
（日）に八千代市市民体育館で行われた習志野市と八千代市の上位４位までが参加できる習八大会においては、
強豪が競い合う中、見事に優勝という栄誉に輝きました。決勝ではフルセットの末、最後の１点を取った方が
優勝という大接戦だったようです。本当におめでとうございました。
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今回の優勝は、バレー部の方々のチームワークと会場に駆け付けてくださった方々の応援とが一体となっ
て東習志野小学校の明るい雰囲気を作り上げていたことも大きな要因であったと思います。このことが象徴す
るように、みんなで力を合わせることによる意義やその成果には、はかり知れないものがあります。
来年度のＰＴＡの組織編成が佳境を迎えている今の時期に一人一人の保護者の方々がＰＴＡ活動を自分事と
として切実感をもって捉えていただけると幸甚です。
これからも保護者の皆様の御理解と御協力とともにＰＴＡ活動に対しての建設的な御意見を積極的にいただ
きたく重ねてよろしくお願いいたします。
３．教頭挨拶
本日はお忙しい中、理事会に御参加いただきありがとうございます。第１回の理事会は出張と重なってしま
い参加できませんでした。申し訳ありませんでした。本日初参加となります。ワクワクドキドキしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
９月９日に台風１５号の直撃を受け、千葉県では大きな被害を受けました。みなさんの御家庭、親戚・知人
の方々は大丈夫でしたでしょうか。私は鴨川市の出身です。実家はその日のうちに電気も通ったようですが、
すぐ近くで電柱が倒れるなど大きな被害がありました。本校では幸いなことに人や校舎への被害はなかったも
のの、桜やクルミなどの大木が５本、根元から倒れたり浮き上がったりしてしまいました。ほかにもたくさん
の枝や葉が飛び散り、しばらくは校庭が使えない状況かと思いましたが、子供たちも率先して片付けに取り組
んでくれ、数日ののちには体育や外遊びができる状態に回復しました。今は倒れた大木も業者による撤去作業
で片付けられております。また今週末も台風の接近が心配されておりますが、できる限りの備えをしてまいり
ます。
続いて、大規模改修工事についてお知らせします。ここ数年続いてきた大規模改修もいよいよ終わりを迎え
ようとしております。現在行っているＤ棟の工事については、各教室や廊下等は夏休み中に改修され、昨日を
もってトイレも利用できるようになりました。みんなが行きたくなる、とてもピカピカのトイレです。まだ屋
上や外壁の工事があるためもうしばらくは足場、仮囲いがあって御不便をおかけしますが、もう少々お待ちく
ださい。
次に、ＰＴＡ助成金についてお知らせします。今年度もＰＴＡ会費から学校教育活動への助成金を頂戴して
おります。ありがとうございます。昨年度６年生女子が市内ボール大会で着用するバスケットユニフォームを
新調させていただきましたが、今年度はいただいた助成金で同じく６年の男子が着用するサッカーユニフォー
ムを新調させていただきました。新しいユニフォームで気持ちも新たに、１１月の市内大会で優勝を目指して
頑張ってくれることと思います。どうぞ応援をお願いいたします。
最後に子供たちについてですが、２学期は多くの学年が校外学習に参加します。また、今月の１８日には公
開研究会を開催し、子供たちの学びを提案いたします。もう少し季節が進むとマラソンにも取り組み始めます。
盛りだくさんの２学期ですが、心も体も大きく成長できるよう、職員一同精いっぱい取り組んでまいります。
今後ともどうぞ御理解・御協力をお願いいたします。
４．報告と予定
（１）各委員会の活動報告と予定
文化委員会
報告

７／９

(火)

７／１２ (金)

予定

９／３

(火)

９／１９

(木)

１０／２５(金)
１２／９

行事係によるベルマーク集計。発送(６５１２９点)
「ベルマークだより 第２号」配布
テトラパック回収、発送
ベルマーク・インクカートリッジ・テトラパック回収

(月)

１２／１６(月)

行事係によりベルマーク集計・発送

毎週金曜日はベルマークの日です。ご協力をお願いいたします。
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広報委員会
予定

１１／８(金)

わかどり２号担当委員さんと打合せ
・ページ配分、掲載行事決め
・撮影担当決め

地域委員会
報告

９／２(月)
９／１５(月)

交通指導(朝の旗振り)
夕方パトロール週間

～９／２２(日)
９／２５(水)
９月末
１０月中
予定

自転車によるパトロールプレートの追加作成
地域委員からの報告書まとめ。教頭先生へ提出
通学路点検パトロール１回

１０／２１ (月) 夕方パトロール週間
～１０／２７

(日)

１０／３０ (水)

習志野市 PTA 連絡協議会・地域パトロール報告会・地域委員からの報
告書まとめ。教頭先生へ提出。

１１／１

(金)

交通指導(朝の旗振り)

１１/１８

(月)

夕方パトロール週間

～１１／４ (日)
１１月末

地域委員からの報告書まとめ、教頭先生へ提出。

卒業対策委員会兼６年生理事
報告

９／９

(月)

９／１０(火)

２回目卒対費集金

各クラス担任の先生に集めていただく。

２回目卒対費の集計と口座への預け入れ
大関写真館と今後の流れの打ち合わせ

１０／７ (月)

３回目卒対費集金日、集計
未納の方へのお手紙作成と印刷、配布

予定

１０／１６(水)

PTA 室にて第２回卒対委員会
記念品、祝菓子、お花等の決定、他寄贈品についての打ち合わせ

補導委員
報告

７／３

(水)

街頭補導(薄い暮・夜間)

７／１４

(日)

きらっと祭り

７／１８

(木)

センター連絡会・学区会

７／１９

(金)

実籾１号公園夏祭りパトロール

～ ７／２０

(土)

７／２６

(金)

街頭補導

７／２７

(土)

学区一斉パトロール

８／７

(水)

街頭補導

９／１２

(木)

青連協合同バス研修会

９／１８

(水)

センター連絡会・理事会

９／２７

(金)

街頭補導

９／２８

(土)

千葉県青少年補導委員大会(我孫子)

10／４

(金)

街頭補導

スーパーボールすくい出店
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予定

10／16

(水)

補連協前期研修

<６～８月補導状況>
下校途中や塾の帰り道などに、不審者に車で付け回されるケースが複数報告されています。
外出時に周辺に不審な人物や車がいないかどうか留意し、万が一不審者に遭遇してしまった場合には
子ども 110 番の家やｋコンビニ等に逃げ込むなど安全を確保してから１１０番通報するなど、ご家庭の
対処方法をご指導も宜しくお願いします。
バレーボール委員会
報告

(木)

屋敷小と練習試合

８／２２ (木)

実籾小と練習試合

８／１

９／６ （金） 第３回

予定

バレーボール委員会への出席

９／１２

(木)

市内

バレーボール大会１日目

９／２０

(金)

市内

バレーボール大会２日目

９／２７

(金)

第４回

バレーボール委員会へ出席

９／２９

(日)

習八大会

１０／１０

(木)

第５回

１０／１７

(木)

親善大会

毎週木曜日１９：００～２１：００

準優勝

バレーボール委員会へ出席
東習小にて練習。

子ども会
報告

７／２０ （土） ラジオ体操
～７／３１

(水)

８／１７

(土)

於東習小グランド

サマー・イン・フェスティバル

延１２００人参加

９／２８（土） 遊びの広場

於東習小体育館及び周辺

於東習小体育館

きらっこイースト

於東習コミュニティセンター(市民)文化祭参加

９／２８（土） クラフト体験コーナー

子ども会活動写真展示

９／２９（日） 昔遊び・押し花体験コーナー
予定

１０／１５（火） 赤い羽根共同募金活動
１０／１５

(火)

１１月

地域子ども食堂

子ども会活動写真展示

於実籾駅北口ロータリー

３年５年対象

ファミリーバス研修(会員対象)

（２）各学年の活動報告と予定（学年長）
１年生
報告

特にありません

２年生
報告

特にありません

３年生
報告

特にありません

４年生
報告

特にありません

５年生
報告

６／２０(木)

理事会にて係決め(各係のリーダーも決める)
当日の係のシフト決め

～６／２０(木)
６／２７(木)

ルール決め、作成のための場所の確保(PTA 室)
材料の買出し
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６／２８(金)

作成

～７／１８(木)
７／１８(木)

景品の買出し

７／２７(土)

夏祭り当日 16 時半準備

開始 20 時閉店

（３）執行部の活動報告と予定
報告

６／２４（月） 六校連絡協議会
６／２８（金） 第 1 回市 P 連会長会
７／４ （木）

バレーボール審判講習会

７／８ （月）

第 2 回バレーボール委員会

８／２３（金） 教育講演会
９／６ （金）

第 3 回バレーボール委員会

９／１２(木)

バレーボール市内大会(1 日目)

９／１８（水） 第 2 回市 P 連会長会
９／２０（金） バレーボール市内大会(2 回目)
９／２５（水） PTA 連絡協議会フリートーク
９／２７（金） 第 4 回バレーボール委員会
９／２９（日） バレーボール習八大会
１０／１０（木） 第 5 回バレーボール委員会
１０／１７（木） バレーボール親善大会
予定

１０／１８（金） 公開研究会
１１／２０（水） 市 P 連研修大会
１１／３０

(土)

千葉県 PTA 連絡協議会

１２／１１

(水)

第 3 回市 P 連会長会

１／１６

(木)

第 3 回理事会

５．議題
議題、報告連絡事項につきまして、先日配布しました「理事会のお知らせ」とは変更箇所がございますので、
お手元のレジメの通りに進行させていただきます。
議題（１）PTA 総会資料

会則及び細則の変更について

第一回理事会にて理事の皆様に承認いただきました、広報委員会及び文化委員会の解散に際しまして、執行部
運営委員にベルマーク担当と広報担当を２名ずつ配置することになりました。
それに伴い、PTA 総会資料の会則及び細則を一部変更させていただきたいと考えております。
添付資料①をご覧ください。網掛け箇所を変更させていただきたいと考えております。
議題（１）PTA 総会資料

会則及び細則の変更について、何か質問はございますか？

質問のある方は、挙手頂きクラス、氏名を述べ、ご発言をお願いします。
採決する内容は「PTA 総会資料

会則及び細則の変更について」

賛成の方は挙手をお願いします。
理事の皆さんの賛成多数で承認いただきました。
議題（２）PTA 総会資料

PTA 役員選出規定の変更について
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議題（１）と同じく、PTA 総会資料の PTA 役員選出規定を一部変更させていただきたいと考えております。
添付資料②をごらんください。網掛け箇所を変更させていただきたいと考えております。
議題（２）PTA 総会資料

PTA 役員選出規定の変更について、

何か質問はございますか？
質問のある方は、挙手頂きクラス、氏名を述べ、ご発言をお願いします。
（他に質問のある方はいらっしゃいますか？）
無いようですので、採決に移らせて頂きます。
採決する内容は「PTA 総会資料

PTA 役員選出規定の変更について」

賛成の方は挙手をお願いします。
「ありがとうございました」
議題（３）会計監査の役職について
会計監査は執行部役員としての役職は得ていませんが、現在、通常の会計監査業務に加えて、PTA 会費集金の
お手伝いや東習志野合同盆踊りの会計監査を担ってもらっています。
よって、オブザーバーや後援会と同じように、執行部２年目役員として、次年度以降の役員を兄弟間全てに
おいて生涯辞退可能にしたいと考えております。
議題（３）会計監査の役職について、何か質問はございますか？
質問のある方は、挙手頂きクラス、氏名を述べ、ご発言をお願いします。
（他に質問のある方はいらっしゃいますか？）
無いようですので、採決に移らせていただきます。
採決する内容は「会計監査の役職について」
賛成の方は挙手をお願いします。
「ありがとうございました」
理事の皆さんの賛成多数で承認いただきました。
（反対多数により、否決されましたので改めて検討します。
）
議題（4）習志野市立東習志野小学校 PTA 厚生費規定について
この度、育児休業中であった大高菜美先生が、９月末日付けでご退職されました。通常、退職の先生には、離
任式にて記念品を贈呈しております。今回は年度途中にはなりますが、記念品を贈呈いたしました。
PTA 総会資料 15 ページ、習志野市立東習志野小学校 PTA 厚生費規定には、途中退職者に関する記載がなく、
今後同じような事例が発生することも考慮し、PTA 厚生費規定、３．事業の（３）の一文を変更させていただ
きたいと考えております。
添付資料③の網掛け箇所をご覧ください。現在は「教職員転出の場合は、PTA 連絡協議会の申し合わせを基準
として、理事会の承認を得て、記念品をおくる。
」としておりますが、今回の事例のように急な異動、退職者に
対応するため、
「教職員転出、及び退職の場合は、PTA の名をもって記念品をおくる。
」という一文に変更した
いと考えております。
議題（4）習志野市立東習志野小学校 PTA 厚生費規定について、何か質問はございますか？
質問のある方は、挙手頂きクラス、氏名を述べ、ご発言をお願いします。
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（他に質問のある方はいらっしゃいますか？）
無いようですので、採決に移らせていただきます。
採決する内容は「習志野市立東習志野小学校 PTA 厚生費規定について」
賛成の方は挙手をお願いします。
「ありがとうございました」
理事の皆さんの賛成多数で承認いただきました。
（反対多数により、否決されましたので改めて検討します。
）
以上で本日の議題について終了致します。
続きまして、その他（報告・連絡事項）の項目に移ります。
(１)東習志野合同盆踊りについて
7/27（土）に行われた東習志野合同盆踊りにて PTA ブースの出店を行い、理事の皆様には前日準備、買い出し、
及び当日の店舗運営をしていただきました。初めての試みではありましたが、大きな混乱もなく、そして素晴
らしい出店になったと思います。ご協力いただき、本当にありがとうございました。
皆様には、反省点や気付いた点を添付資料④にてあげていただいておりますので、それを元に来年の出店に生
かしていきたいと思います。
（２）次年度 PTA 会長選出について
現段階で、どなたも立候補者は出ておりません。まわりでご検討いただけそうな方がいましたら、お声がけを
お願いします。
（３）次年度執行部役員選出について
9 月上旬に令和 2 年度 PTA 執行部選出のお知らせを配布しましたところ、
執行部に９名の立候補がありました。
執行部の立候補者については内定させて頂きました。残り１４名について抽選会にて決定する予定です。
抽選会は１１月２９日（金）に行います。尚、当日まで立候補は受け付けています。
抽選会当日、理事の皆様には体育館に集合して頂き、抽選のお手伝いをお願いいたします。線と番号を書いた
紙は執行部で準備します。各学年であみだくじに名前の記入をし、学年毎に抽選会を行う予定ですので、お願
いします。
開始時間等の詳細が決まり次第、お知らせいたします。何かご不明な点、ご質問等ございましたら、学年長さ
んを通して執行部各窓口担当者までご連絡下さい。
（４）活動事業費、及び合同盆踊りの収支について
例年通り、活動事業費として 20 万円を学校にお渡ししました。10 月 30 日（水）に行われる芸術鑑賞教室に
て使用される予定です。
また、7 月 27 日（土）に行われた合同盆踊りの収支につきましてご報告させていただきます。
備品代・・・ 2,268 円
景品代・・・68,356 円
計・・・70,624 円
当日売り上げ・・・40,850 円
でした。

ご協力いただきありがとうございました。
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（５）PTA 役員数の削減について
第一回理事会にて承認いただきました、広報委員会及び文化委員会の解散に伴いまして、次年度の PTA 役員数
が削減されます。添付資料⑤の通り、120 名のところ、25 名削減し、役員全体数は 95 名となります。
これをもちまして、令和元年度第２回理事会を終了いたします。
次回、第３回理事会は
令和２年１月１６日（木）

１０時～

今回と同じく総合教育センターにて行う予定です。
本日は、お忙しい中、理事会にご参加頂き、ありがとうございました。
引き続き、PTA 会長選考委員会を開催いたしますので、校長先生、教頭先生、文化、地域、広報委員長の３
名様、そして執行部役員はその場でお待ちください。

第３回の理事会は１月１６日（木）１０時～
総合教育センターにて行う予定です。
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