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東習小ＰＴＡ会員各位 

（家庭数） 

第２回理事会報告 

令和 4年 10月 5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  １０月５日（水）１０：００～１０：３０ 

場 所  総合教育センター  

出席者  教頭、執行部、理事、子ども会 

 

１．会長挨拶 

おはようございます。第一回理事会に続き、本日の第二回理事会に出席頂き誠にありがとうございます。 

今年度のＰＴＡ活動も残り半分くらいとなりました。 

次年度にしっかりバトンタッチするために気を引き締めて活動していきたいと考えております。 

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

 

２．校長挨拶 

空は澄み渡って高く、うろこ雲、さば雲、いわし雲、羊雲が見られるようになりました。子供たちの学習にもってこいの季節とな

りました。 

昨年度は、８月９月と緊急事態宣言で登校日がなくなったり、２学期始業式が延期されたりしました。オンライン授業が進んだの

も丁度このタイミングでした。 

今年度は、８月の登校日、そして２学期の始業式も予定通り行うことができました。コロナ感染にまだまだ気を付けていかなけれ

ばならないので、朝会や始業式はオンラインで教室にて行う形をとっています。 

子供たちの楽しみである修学旅行、そして校外学習を今年度は通常通り行います。 

修学旅行は１０月２０～２１日に日光方面に行きます。校外学習は、昨日の１年生の千葉市動物公園を皮切りに、どの学年も２学

期中にバスにて実施予定です。子供たちが、「校外学習楽しみだな」とワクワクしながら準備をしたり、友達やお家の方と話したり

する姿、このような子供の笑顔が見られるような学校生活になるよう努めてまいります。そして安全に実施できるよう準備をして

まいります。 

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、今後とも、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。 

 

３．教頭先生挨拶 

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。 

１学期は様々な行事にご参加いただきありがとうございます。また、朝の交通安全などの見守り活動についても心から感謝申し上

げます。学区の危険な個所は、教育員会、市役所等に報告しています。最近は学区について、不しん者事案が複数件ございました。

青少年センターや警察と連係しながら対応してまいります。 

子供たちについてですが、吹奏楽部が７月２３日千葉県吹奏楽コンクールにて金賞、東関東吹奏楽コンクールへの参加資格を得る

ことができました。９月１１日に実施された東関東吹奏楽コンクールでも見事金賞を受賞することができました。これも、日頃か

らの子供たちの頑張りと、PTA の皆様のおかげでございます。 

また、２学期は多くの学年が校外学習に参加します。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。 
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４．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  ５／２１（土） パトロールプレート作成および配布 

  ５／２４（火） 地域委員会開催（地域委員への年間活動の説明会） 

  ５／２８（土） 運動会 駐輪場誘導 

  ６／２０（月） 合同通学路点検 

  ６月から毎月 第２週目 夕方パトロールの実施 

  ９／１（木） 市Ｐ連 パトロール報告書提出 

  ９／７（水） 

   ～９（金） 

朝の交通指導 

予定  １１／２５（金） 市Ｐ連 報告会への参加 

    未定 ネームカードの作成・配布 

 

卒業対策委員会兼６年生理事 

報告 ７／１２（火） 第１回卒対費集金 

  ９／１３（火） 第２回卒対費集金 

予定  １０／１１（火） 第３回卒対費集金 

   １１月 卒業記念品の同意書の作成・配布・集計 

   １２月 卒業記念品の発注・名簿作成 

    １月 祝菓子・胸花・寄贈品の発注 

    ２月 先生へのお花・卒業生のお花の発注 

各支払い・卒対費会計報告書の作成 

  ３／１５ 前日準備・卒業生の机上に記念品のセッティング他 

  ３／１６ 当日準備・花の受け取りと配置他 

 

補導委員 

報告  ６／２３（木） 四中学区 学区会 

  ７／７（木） 街頭補導 

  ７／２１（木） 臨時パトロール 

 ７／２９（金） 一斉補導 

  ９／２２（木） 四中学区 学区会 

予定    未定 四中１班 街頭補導 

    未定 四中４班 街頭補導 

 

バレーボール委員会 

報告  ４／２２（金） 新旧役員会 

  ５／１２（木） 臨時役員会・東部体育館下見 

  ５／２５（水） 第１回役員会・第１回委員会（審判講習会、市内大会準備） 

  ６／８（水） 第２回役員会（審判講習会、市内大会準備） 

  ７／５（火） 審判講習会 

  ７／１２（火） 第３回役員会・第２回委員会（審判講習会反省、市内大会準備） 

  ８／２５（木） 第４回役員会（市内大会・習八大会準備） 

  ９／２（金） 第５回役員会・第３回委員会（市内大会について） 

  ９／７（水） 市内大会１日目 

 ９／１４（水） 市内大会２日目 

  ９／２０（火） 第６回役員会（市内大会反省、習八大会・親善大会準備） 

第４回委員会 

予定  １０／７（金） 習八大会 

 11月第 1週～2週 第７回役員会・第５回委員会 

  １１／１８（金） 親善大会 

 12月第 1週～2週 第８回役員会 
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 1月第 2週～3週 第９回役員会 

 2月第 1週～2週 第１０回役員会・第６回委員会 

 

子ども会 

報告 ７／２１（木） 

 ～／２３（土） 

ラジオ体操中止 

 ７／２５（月） 

 ～／２７（水） 

ラジオ体操中止 

  ８／２７（土） サマー・イン・フェスティバル実施 

 ８／２９（月） 

 ～／３１（水） 

ラジオ体操中止 

 ９／１７（土） 三世代交流いろいろ体験会中止 

 予定 １０／９（日） 習志野きらっと 2022 

  １１／５（土） バス研修会（SKPシティ他） 

 11／5（土）～6（日） 市民文化祭 

 毎月第３土曜日 きらっ子イースト 子どもの居場所 

 毎月第４土曜日 遊びの広場 子どもの居場所 

 

（２）各学年の活動報告と予定（学年長） 

   １～５年生 

報告 ９／１２（月） 

～１６（金） 

第一回登下校パトロールの実施 

予定 １／２３（月） 

～２７（金） 

第二回登下校パトロールの実施 

 ４／１７（月） 

～２１（金） 

第三回登下校パトロールの実施 

 

（３）執行部の活動報告と予定 

報告  ６／２４（金） 広報 わかどり最終確認及び注文 

  ７／１（金） 市 P連 第１回会長会 

  ７／５（火） バレーボール 審判講習会 

  ７／１３（水） 広報 わかどり納品 

  ８／１２（金） 広報 わかどりレイアウト打ち合わせ 

  ８／３０（火） 市 P連 第１回会長座談会 

 ９／２（金） 第３回バレーボール委員会出席 

 ９／７（水） バレーボール 市内大会１日目 

 ９／８（木） 

９／１３（火） 

ベルマーク 行事係と一緒に集計作業 

集計結果 33405.8点 

 ９／１２（月） 広報 クラブ・委員会・部活動の紹介文、教頭先生へ作成依頼 

 ９／１３（火） 広報 クラブ活動の写真撮影 

 ９／１３（火） ベルマーク 郵便局にて発送 

 ９／１４（水） 広報 わかどりレイアウト作成開始 

 ９／１４（水） バレーボール 市内大会２日目 駐車場係 

  ９／１６（金） 

 ９／２９（木） 

広報 部活動の写真撮影 

 ９／１６（金） ベルマーク 教育助成財団にて受付完了 

  ９／２１（水） 市 P連 第２回会長会 

  ９／２８（水） 市 P連 第１回フリートーク 
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予定  １０／４（火） 

 １１／１（火） 

１１／２９（火） 

広報 委員会活動の写真撮影 

  １０／１１（火） 

 １１／１５（火） 

 １２／１３（火） 

広報 クラブ活動の写真撮影 

  １０月上旬 PTA執行部 各担当者の活動内容アンケート作成・配布 

 １２／８（木） 

予備日 12／9（金） 

広報 校内マラソン大会の写真撮影 

 未定 広報 卒業制作の写真撮影 

   １月下旬 広報 わかどり初稿 

   ２月上旬 広報 わかどり最終確認・印刷依頼 

   ２月下旬 広報 わかどり発行 

 

５．議題 

議題（１）交通通信費の細則への記載について 

執行部の定例会にて、執行部役員に支給される交通通信費に関して、PTAの会則や細則などに記載がないことについて議題が上がり

ました。 

交通通信費とは、PTA活動をおこなうにあたり発生する交通費や通信費として執行部役員に支給されるものです。 

執行部としては PTA細則の 1.執行部の（５）に交通通信費について新たに記載しようと考えています。 

細則に記載する文面については、本日お配りした資料の最後のページをご覧ください。 

 

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、採決にうつらせて頂きます。 

 

採決する内容は「交通通信費の細則への記載について」 

賛成の方は挙手をお願いいたします。 

→出席者４２名中４２名の賛同を頂き、過半数２１名を越えましたので、理事の皆さんの賛成多数で承認頂きました。 

 

以上で本日の議題について終了いたします。 

 

続きまして、その他(報告・連絡事項)の項目にうつります。 

 

(１)次年度 PTA会長選出について。 

次年度の PTA会長選出にあたり、立候補・推薦を６月にお手紙にて募集させていただきました。 

現在立候補者が１名いらっしゃるため、その方で決定となります。 

ありがとうございました。 

 

(２)次年度執行部役員選出について 

次年度 PTA執行部役員選出にあたり、９月に立候補募集のお手紙を配布させていただきました。 

これから立候補者を確認し、来年度の執行部役員の人数に達しない場合、再度、立候補者の募集をかけさせていただきます。 

昨年度同様、複数回立候補者を募り、来年度の執行部役員の人数に達しない場合には、無作為抽選という形になります。 

無作為抽選は、執行部定例会の際、教頭先生立会いの下で行う予定です。 

 

ありがとうございました。 

これをもちまして令和４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３月１日(水) １０時～ 

今回と同じく総合教育センターにておこなう予定です。 

 

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。 
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習志野市東習志野小学校 PTA 細則  

1 .  執行部  

（1） 執行部は、会長・副会長・会計・書記・ベルマーク・広報・オブザーバー・補導   

   委員・各専門委員会委員長をもって構成する。  

（2） 執行部は、PTA の庶務及び会計事務を担当する。  

（3） 執行部は、業務の円滑を図るために専任の事務局員をおくことができる。  

（4） 前年度執行部役員は、必要に応じて新年度執行部役員をサポートする。 

また、業務の運営を円滑に進めるため前年度執行部役員よりオブザーバーを 2 名  

   以上複数名選出する。オブザーバーは適宜会議などに出席し、前年度からの   

   申送り事項など運営に関する助言を行い新年度執行部役員を積極的に補助する。 

オブザーバーの任命は前年度執行部役員の互選によるものとする。  

 ⇩  

1 .  執行部  

（1） 執行部は、会長・副会長・会計・書記・ベルマーク・広報・オブザーバー・補導   

   委員・各専門委員会委員長をもって構成する。  

（2） 執行部は、PTA の庶務及び会計事務を担当する。  

（3） 執行部は、業務の円滑を図るために専任の事務局員をおくことができる。  

（4） 前年度執行部役員は、必要に応じて新年度執行部役員をサポートする。 

また、業務運営を円滑に進めるため前年度執行部役員よりオブザーバーを 2 名  

   以上複数名選出する。オブザーバーは適宜会議などに出席し、前年度からの 

申送り事項など運営に関する助言を行い新年度執行部役員を積極的に補助する。 

オブザーバーの任命は前年度執行部役員の互選によるものとする。  

（5） PTA 活動を行うにあたり発生する費用（通信費・交通費）を交通通信費として 

執行部役員に支給する。  

 

令和 4 年度第二回理事会添付資料①  

 


