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東習小ＰＴＡ会員各位 

（家庭数） 

第 1 回理事会報告 

令和 3年 6月 22日 

習志野市立東習志野小学校 

ＰＴＡ会長  石原  徹 

校 長   藤本 真由美 

日 時  6月 22日（火）１０：００～１０：３０ 

場 所  総合教育センター  

出席者  校長、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 

 PTA 会長の石原です。まず最初に今回の理事会開催にあたりご協力をいただき、誠にありがとうございます。

この時期に開催する事に賛否はあるかと思いますが、今回については複数の議題、報告がございますので書面

ではなく、あえてこういう形をとらせていただきました。 

私自身、昨年度から引き続き PTA 会長を務めさせていただいております。子ども達が安心安全な学校生活を

送れるように微力ながら力になれればと考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

２．校長挨拶 

先日の運動会では、御参観はもとより、いろいろなお手伝いをいただきまして、本当にありがとうございま

した。コロナ対策を講じての開催となりましたが、おかげさまで、大変すばらしい運動会をすることができま

した。 

４月に校長として着任して以来、ずっと子供たち一人一人を大切にしたい、一人一人を大切にする学校にし

たいと考えております。 

子供たちにも、まずは自分のことを大好きになろう、と始業式で話をしました。自分のことが好きになって

自分を大切にすることができれば、友だち、お家の方、地域の方を大切にできると考えるからです。また、自

分のよいところがわかり、自分を好きになり、自信をもてば、様々なことに挑戦することもできると考えるか

らです。これからも、子供たちが自分を好きになるよう、「ありがとう」を言う機会を増やすことを始めとして、

学校全体で取り組んでいきたいと思います。 

 

 令和３年度は、ＧＩＧＡスクールの実現にむけてのスタート年度です。（ＧＩＧＡはGlobal and Innovation 

Gateway for All の略）一人一台のタブレットが配付されました。学校では、授業の中で積極的にタブレッ

トの活用をしています。授業を見て回っていると様々な教科、委員会活動等、教師も工夫して活用を図ってい

ます。例えば、図工の作品を自分で写真にとり、それを文書に貼り付けコメントを書いて作品表にしたり、調

べたことをパワーポイントにまとめたりしています。また低学年でも、パソコンの立ち上げの際のパスワード

の入力を暗記してすらすらとやるところを「見ていて！」と、得意げに見せてくれる子供もいます。子供たち

の適応能力はすばらしいなと改めて感じているところです。御家庭での充電の御協力、今後ともよろしくお願

いいたします。 

 

子どもの健全育成のためには、学校と家庭が、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相

互の連携及び協力に努めることが大事と言われています。保護者の皆様におかれましては、今後も、お子様が

学校生活を通して成長する姿を温かく見守ってくださいますよう、また、本校の教育活動にますますの御理解

と御協力をくださいますよう、よろしくお願いいたします。 
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３．報告と予定 

（１）各委員会の活動報告と予定 

   地域委員会 

報告  ３／２  （火） 前委員長により引き継ぎ 

  ５／６  （木） 自転車によるパトロールプレートの手紙を家庭数 配布 

  ５／２１ （金） パトロールプレート 配布 

  ５／２５ （火） 地域委員会 実施（仕事説明、資料、腕章、旗、配布） 

  ６／１２ （土） 運動会 自転車誘導 

予定  ６／13～20（日） 夕方パトロール週間 

  ６月末 通学路合同点検 

  ７月初 夕方パトロール週間 

 

卒業対策委員会兼６年生理事 

報告  特にありません 

 

   補導委員 

報告  １／１４ （木） 四中２班 街頭補導 

  １／１８ （月） 四中学区 学区会 

  ２／２２ （月） 学区一斉補導 

  ３／１９ （金） 四中学区 学区会 

  ４／２２ （木） 四中学区 学区会 

  ５／２１ （金） 四中１班 街頭補導 

予定  ６／１４ （月） 四中学区 学区会 

   

バレーボール委員会 

報告  ４／１５ （木） １９：００～２０：００ 東習小体育館で練習 

  ４／２２ （木） １９：００～２０：００ 東習小体育館で練習 

  ５月～ まん延防止措置の為 夜間体育館使用できず活動中止中 

  ５／２６ （水） 第一回バレーボール委員会 →中止 

  ７／２  （金） 審判講習会 →中止 

  体育館使用可能になれば活動再開予定 

 

 

 

子ども会 

報告  ４／３  （土） 東習志野ブロック子ども会育成会総会 

   子どもの居場所 

 （4/17、5/15（土） きらっ子イースト  ６／１９、７／１７（土）、     ） 

 （4/24、5/22（土） 遊びの広場     ６／２６、７／２４、９／２５（土） ） 

  ４／２４（土） 安全共済会説明会 

予定  ７／２６（月） 

 ～／３１（土） 

ラジオ体操 

 

  ８／２１（土） きらっ子サマー・イン・フェスティバル 

  ８／２３（月） 

 ～／３１（火） 

ラジオ体操 

 

  ９／１８（土） 一日まるごとあそんじゃおう！ 
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（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  特にありません 

 

（３）執行部の活動報告と予定 

報告 ４／２３（金） 市Ｐ新旧会長会 

予定    ６／２２（火） 第１回理事会 

     ７／２（金） 市Ｐ連第１回会長会、バレーボール審判講習会 

    ７／７（月） 第１回バレーボール委員会 

       ９／２（木） 第２回バレーボール委員会 

     ９／９（木） バレーボール市内大会（１日目） 

    ９／１７（金） バレーボール市内大会（２日目） 

    ９／２２（金） 第３回バレーボール委員会 

    １０／５（火） 第２回理事会 

 

   広報 

報告   ４／１４（水） わかどり発行に向けての打ち合わせ 

先生方へアンケート記入のお願い 

   ４／１９（月） 印刷会社小林さんと顔合わせ 

入稿に向けてのスケジュール確認等、打ち合わせ 

   ５／１０（月） 入稿に向けレイアウト、入力作業 

   ５／１１（火） レイアウト作業 

   ５／１７（月） 入稿 小林さんと打ち合わせ 

予定   ６／７ （月） 初稿 

   ６／１２（土） わかどり用、運動会の写真撮影 

   ７／８前後 わかどり納品 

 

   ベルマーク 

報告   ５／１０（月） トナー集計、テトラパック集計発送 

   ５／１７（月） ベルマーク集計 

   ５／３１（月） ベルマーク集計 

    ６／１（火） ベルマークだより作成・印刷 

    ６／７（月） ベルマーク集計 

予定  ７月以降 随時集計・発送予定 
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４．議題 

議題（１）吹奏楽部育成会役員 免除除外について 

 

吹奏楽部育成会役員の免除除外について昨年度、コロナでイベントがほとんどない状態であったため、昨年末

に顧問の村山先生より免除がなくても良いのではとの話がありました。しかし吹奏楽部では役員をやる方がな

かなかおらず、現顧問の村山先生が多くの仕事を引き受けてくださっているのが現状です。 

例年は多くのイベントがあり、役員の負担は相当なものであるとの事。 

そのため執行部としては、引き続き役員免除で良いとの結論に至りました。 

 

議題（１）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「吹奏楽部育成会役員の現行通りの役員免除について」 

賛成の方は挙手をお願いします。 

→出席者３９名中３９名の賛同をいただき、過半数２０名を超えましたので、理事の皆さんの賛成多数で承認

いただきました。 

 

 

議題（２）バレーボール部員役員免除除外について 

 

３年前に改正されたバレーボール部員の役員免除について、その後も学校評価アンケートに不公平では？との

声が挙がるため、再度執行部にて活動の調査をさせて頂きました。 

PTA バレーは、習志野市 PTA 連絡協議会という組織の下での活動です。 

そのため、年数回行われる市の会議や審判講習会には複数名が出席。当番校の際は、チーム全体の参加を余儀

なくされ、競技委員だけなく、他の部員も負担を抱えることとなります。 

好きでやっている活動ではありますが、好きだけでは出来ない、学校の顔として責任ある市の PTA 活動だと判

断いたしました。そのため執行部では現行通り免除で良いとの結論に至りました。 

なお、現在は新型コロナウィルスの影響で活動が制限されておりますが、以前はわかどり祭や教育研究会の手

伝いをバレー部として行っており、今後も行事の手伝いなど、執行部の一員として活動予定です。 

 

議題（２）バレーボール部員役員免除除外について、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「バレーボール部員の現行通りの役員免除について」 

賛成の方は挙手をお願いします。 

→出席者４０名中４０名の賛同をいただき、過半数２０名を超えましたので、理事の皆さんの賛成多数で承認

いただきました。 

 

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。 
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（１)夏祭りについて 

8/7 に行われる予定でした東習志野合同盆踊り（夏祭り）は新型コロナウィルスの感染状況を考慮し、中止とな

りました。 

皆さまには事前アンケートのご協力、ご意見を頂き、誠にありがとうございました。 

 

（２)行事係について 

 

今年度の行事係は、コロナ対策のため募集は行いません。 

運動会パトロールは駐輪場整理として地域委員が実施しました。 

運動会グラウンド整備は前週の週末に東習ＦＣとならしのフレンズ、前日準備は先生と６年生にて実施しまし

た。 

ベルマークはベルマーク委員のみで実施。大変であれば２学期以降にお手伝い募集の手紙を配布します。 

また登下校の見回り、蔵書整理ですが夏祭り中止にともない、PTA ブース出店の 

仕事がなくなりましたので、代わりに学級理事にお願いします。 

詳細は決まり次第ご連絡いたします。 

 

（３）ＰＴＡ会費について 

 

今年度は PTA 会費を１年分、手集金にて６/２９に徴収予定です。 

金額は、ひと家庭１ヶ月３００円で、１２ヶ月３６００円です。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

 

集められた会費の使い道 詳細について、本年度はＰＴＡ総会を書面にて開催。 

皆さまからご提出いただきました「議決書」により過半数の承認をもって可決。 

承認済みです。 

詳しくは東習志野小学校ホームページに掲載したＰＴＡ総会資料をご参照下さい。 

学級活動費の使途につきましては、今年度も学年主任の先生にお任せしたいと思います。 

なお、各学級の活動費金額は４月時点での児童数×４００円で決定しております。 

 

（４）次年度執行部役員選出について 

 

次年度 執行部役員選出につきまして、昨年度は新型コロナウィルスの影響で抽選会は実施せず、役員調査結

果をもとに執行部にて対象者の中から無作為に抽選して選出いたしました。 

今年度につきましては、新型コロナウィルスの感染状況にもよりますが、一昨年と同じくマラソン大会と同日

に抽選会を行う予定です。 

詳細が決まり次第お手紙を配布させて頂きます。 

 

（５）PTA 総会資料 PTA 役員選出規定の訂正について 

 

令和元年度 第２回理事会におきまして、監査の役職を執行部２年目の役員として扱い、兄弟間全ての役員選

出において、生涯辞退可能とすることを、理事の皆さまに承認して頂きました。 

その点につきまして、今年度、ホームページ上にて掲載いたしました PTA 総会資料の PTA 役員選出規定に訂

正箇所がございました。 

添付資料①の網かけ部分をご覧のように訂正させて頂きます。 

 

 

（６）申し合わせ事項について 
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各学年の理事さん、各委員会での打ち合わせや作業をする際に、 

〔総合教育センター〕、又はＡ棟３階の〔ＰＴＡ会議室〕を使用することができます。 

総合教育センターは、使用できる時間に制限がありますので、教頭先生に直接使用目的、及び希望日時を伝え、

予約ができるかどうか確認して下さい。 

PTA 室の使用については、窓口となる副会長（担当者）へ連絡し使用可能かどうか確認して下さい。 

 

学年理事長の皆さまには執行部と学級理事さんの窓口になって頂き、各学年の取りまとめをお願いします。 

執行部からの文書は手紙を配布。その他連絡事項は LINE で行う予定です。 

本理事会後、学年理事長さんを中心にグループ LINE の作成をお願いします。 

執行部から連絡がいきました際は学級理事の皆さまに周知をお願いします。 

LINE を利用していない方、また望まない方等いらっしゃれば個別に対応いたしますのでご相談ください。 

 

（７）お通い袋について 

 

執行部と理事さん、委員さんの連絡方法として〔お通い袋〕があります。担任の先生より、お子様を通じて渡

されますので、中身を確認の上、日時を記入して捺印し、速やかにお子様を通じてご返却をお願いします。 

 

これをもちまして、令和３年度第１回理事会を終了いたします。 

 

なお、本日欠席に際しまして、委任状提出をお願いしましたが、皆さまの負担軽減、事務の簡素化のため、次

回以降は PTA 執行部のメールにて連絡頂戴いたします。 

 

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。 
 

 

 

第２回の理事会は１０月 5 日（火）１０時～ 

総合教育センターにて行う予定です。 


