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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 4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（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 

こんにちは PTA 会長の石原です。いつも PTA の活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。これからも子ども達が安

心安全な学校生活をおくれるようにと考えております。本日はよろしくお願いいたします。 

 

２．校長挨拶(教頭先生により代読) 

先月の運動会では、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、無事に運動会が開催でき、子供たちの成長を見ることができました。また、今年度は、３年ぶりに水泳指導を再開

しました。子供の安全を第一に実施してまいります。 

さて、昨年度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する学校」をめざして教職員一丸となって教育活動

を実践しているところです。子供たちにも始業式に「一人一人を大切にしよう」という話をし、そのために、２つのことを約束し

ました。 

まず１つめは、いろいろな人に「元気よくあいさつをしよう」です。しっかりとあいさつをすることは、一人一人を大切にして

いることにつながります。 

２つめの約束は、「自分のことを大好きになろう」です。一人一人を大切にするためにも、まずは自分のことを大好きになってほ

しいと考えます。 

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。 

 

３．教頭先生挨拶 

いつも本校の教育活動に対して、御理解御協力ありがとうございます。コロナにおける社会活動制緩和に伴い、本校でも、運動

会の種目を増やしたり、水泳学習を始めたりと、以前の学習活動が実施できるようになってきました。「子供一人一人を大切にする

学校」を目指してこれからも邁進していきます。 

 本校に着任してから驚かされたことが二つあります。 

 一つ目は、「地域の力」です。地域一体となり子供たちを成長させるそのパワーにただただ圧倒させられるばかりです。東習志野

は地域ごとに組織的としてしっかり機能していて、学校で何か相談事があるとすぐに駆け付けてくれます。その恩にしっかり返さ

なければと日々猛省しています。 

 二つ目は「子供の素直さ優しさ」です。東習志野小学校の子供たちはとても素直です。何かお願い事を頼むと笑顔で受けてくれ

ます。友達に対しても「思いやりの心」を持った子が多いです。清掃活動一つ見ても、協力して行っている姿が毎日見られます。 

  最後に、子供の成長のためには、学校と家庭の連携協力が必要不可欠です。明るい素晴らしい未来に向かって、共に「子供たち

のため」に御協力をお願いします。 
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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  ５／６ （金） 自転車によるパトロールのお願い（手紙 家庭数配布） 

  ５／２４（火） パトロールプレート希望者へ配布 

地域委員会の開催（地域委員への仕事の伝達 他） 

  ５／２８（土） 運動会の駐輪場誘導 

予定  ６／１２～ 夕方のパトロール１回目（毎月３週目の中の１日） 

 

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  ４／２０（水） 四中学区 学区会 

  ５／１８（水） 四中学区 学区会 

 予定  ６／２３（木） 四中学区 学区会 

  ７／１５（金） 四中学区 学区会 

  ９／２２（木） 四中学区 学区会 

   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） 新旧委員会 

  ５／９ （月） 臨時総会 

  ５／２５（水） 第１回役員会・第１回委員会 

  ５／２８（土） 運動会出口誘導 

  ５月 わかどり掲載文 提出 

  ６／８ （水） 第２回役員会 

予定  ラジオ体操割り振り 

  毎週木曜日１９時半～２１時練習 

 

子ども会 

報告  ４／９ （土） 東習志野ブロック子ども会育成会総会 

２０２２年８月  夏習子連富士吉田キャンプ 中止５／２０ 

   子どもの居場所 

 (4/17(日)、5/21(土) きらっ子イースト) 

 （4/24（日） 遊びの広場） 

 予定  子どもの居場所 

   毎月第三土曜日 きらっ子イースト 

   毎月第四土曜日 遊びの広場 

 ７／２１（木） 

 ～／２３（土） 

ラジオ体操 

 ７／２５（月） 

 ～／２７（水） 

ラジオ体操 

  ８／２７（土） サマー・イン・フェスティバル 

  ８／２９（月） 

 ～／３１（水） 

ラジオ体操 

 

  ９／１７（土） 三世代交流いろいろ体験会（～まるごとあそんじゃおう） 

 

 

 

 

 



3 

 

（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 ４／２２（金） 市Ｐ連新旧会長会 

 ５／１１（水） ラジオ体操割り振り→バレー部員に依頼 

わかどり掲載記事→バレー部員に依頼 

 ５／１３（金） 令和４年度市 P 連総会 

 ５／２５（金） バレーボール第１回会長会参加 

運動会出口誘導の配置→バレー部員に依頼 

予定 ７／１ （金） 市 P 連第１回 会長会 

 

広報 

報告 ４／２７（水） 前年度担当者との引き継ぎ 

封筒管理発注確認 

 ４／２８（木） 松樹印刷 

顔合わせ日程調整連絡 

 ５／２ （月） 教頭先生、職員アンケート 

写真撮影依頼（クラス担任および６組） 

運動会の撮影に関する確認 

わかどり発行までの流れや打ち合わせ 

印刷会社比較検討 

第１回定例会での PTA 写真撮影レイアウト決め 

 ５／６ （金） 松樹印刷打ち合わせ 

入稿に向けてのスケジュール確認等打ち合わせ 

 ５／１１（水） 第１回定例会前に広報に載せる PTA 集合写真および記載する名前 

の確認、先生および会長の写真撮影 

会長およびバレーボール挨拶文依頼 

会長と印刷会社の比較検討の相談および業者決定 

 ５／１２（木） 

５／１３（金） 

クラス担任および６組以外の先生の写真撮影 

松樹印刷へお断りのメール 

 ５／２０（金） 運動会リハーサルで撮影位置確認 

 ５／２２（日） 記事内容打ち合わせ 

撮影位置確認メモ作成 

 ５／２８（土） 運動会写真撮影 

各自自宅でレイアウト作業 

 ６／１４（火） 初稿 

予定 6/24（金）まで わかどり最終確認および注文 

 ７月上旬 わかどり納品 

  ８月下旬 わかどりレイアウト打ち合わせ 

 ９／６ （火） 

１０／４（火） 

１１／１（火） 

１１／２９（火） 

委員会活動 写真撮影 

 ９／７ （水） PTA バレーボール市内大会、バレー担当者に写真撮影依頼 
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９／１４（水） 

 ９／１３（水） 

１０／１１（火） 

１１／１５（火） 

１２／１３（火） 

クラブ活動 写真撮影 

 １０月上旬 PTA について各担当者の活動内容アンケート作成、定例会時配布 

 １２／８ （木） 校内マラソン大会写真撮影 

 １２月～１月上旬 各自自宅でわかどりレイアウト作業 

 １月中旬 わかどり初稿 

 １月下旬 わかどり最終確認印刷依頼 

 ２月上旬 わかどり発行 

 

ベルマーク 

報告 ５／１６（月） ベルマークだより作成 

テトラパック回収・集計・発送 

ベルマーク回収・仕分け 

 ５／１８（水） ベルマーク仕分け 

撤退会社確認 

 ５／２４（火） ベルマークだより作成 

ベルマーク仕分け 

 ５／２５（水） ベルマーク回収・仕分け 

年間スケジュール作成 

 ６／１ （水） テトラパック回収 

予定  随時回収・集計・発送 

 

 

５．議題 

議題（１）慶祝金の継続について 

PTA の厚生費規定により、教職員の結婚・出産時に PTA の名をもって５０００円をおくる、とされています。 

そのことに関して「教員への慶弔費は PTA 活動費として妥当か。」というご意見を頂きました。 

執行部としては、日頃お世話になっている先生方へのお祝いを PTA⼀同からすることに異議がなく、書面開催ではございましたが

PTA 総会でも会員の皆さまから承認を頂いているため、今年度も継続で良いのではないか、という結論に至りました。 

 

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。 

 

→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「慶祝金は現行通り継続について」賛成の方は挙手をお願いいたします。 

→出席者５９名中５９名の賛同を頂き、過半数を超えましたので、理事の皆さんの賛成多数で承認頂きました。 

 

議題（２）東習志野合同盆踊りについて 

小学校の校庭を使用しおこなわれている東習志野合同盆踊りに、PTA ブースを毎年出店しておりました。 

昨年、⼀昨年と新型コロナウイルスの感染状況を考慮し中止していた盆踊りですが、今年度も中止となります。 今年度の盆踊りは

５月の定例会の段階では開催される方向で話が進んでおりました。 

そのため盆踊りの開催について、執行部内で意見を聞いたところ、開催に反対という意見が多く PTA ブースの出店はできない、と

教頭先生を通して町内会に伝えて頂きました。 

これからの状況を鑑みて、執行部ではこれからは盆踊りが開催されても PTA としてのブース出店は無しにしたいと考えており、教

頭先生と町内会の方で話し合いをして頂いております。 

 

議題（２）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。 

 

→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「東習志野合同盆踊りの出店について」賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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→出席者５９名中５８名の賛同を頂き、過半数を超えましたので、理事の皆さんの賛成多数で承認頂きました。 

 

議題（３）学級理事の仕事について 

⼀昨年まで⼀般公募していた「地域パトロール」と「蔵書整理」ですが、学級理事がメインでおこなっていた「東習志野合同盆踊

りへの出店」を今年もおこなわないという事で、昨年同様、⼀般公募はおこなわずに「地域パトロー ル」と「蔵書整理」を学級理

事の皆さんに担当していただきたいと考えています。 

来年度以降、盆踊りの PTA ブース出店がない場合は、引き続き「地域パトロール」と「蔵書整理」は学級理事の皆さんにおこなっ

て頂く予定です。 

 

議題（３）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。 

 

→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「学級理事の仕事について」賛成の方は挙手をお願いいたします。 

→出席者５９名中５９名の賛同を頂き、過半数を超えましたので、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。 

 

６．その他報告・連絡事項 

（１)行事係について 

今年度の行事係は、コロナ対策のため⼀般募集をおこないません。 

運動会のグラウンド整備は東習志野 FC、バスケットの SKY と 2AG、ならしのフレンズ、小学生バレーのバレーボール部が実施い

たしました。 

前日準備は先生方と６年生が実施。 

運動会当日の受付は執行部、出口の誘導はバレーボール部で実施いたしました。 

ベルマークはベルマーク委員のみで実施。行事係と渉外が補助を担当します。 

また議題でもお伝えしましたが、盆踊りが開催されないため、PTA の出店と学校側のお手伝いがありません。そのため登下校のパ

トロールと蔵書整理は、昨年と同様の内容で学級理事の皆さんにお願いいたします。 

詳細は決まり次第、ご連絡いたします。 

 

（２)運動会のお手伝い・ボランティアについて 

今年度の運動会では、昨年同様シルバー⼈材へ依頼せず、地域委員が駐輪場整理を実施しました。 

 

（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１家族 1か月３００円で、１２か月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、今年度は PTA 総会を書面にて開催。 

皆さまからご提出頂きました「議決書」より過半数の承認をもって可決され、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月の時点での児童数×４００円で決定しております。 

 

（４）ＰＴＡ細則の改定について 

今年度、会計の細則について見直しを検討しております。 

現在、執行部内で話し合いを重ねていますので、議題としてあげられる状態になりましたら改めて理事会で議題に上げさせて頂き

たいと考えております。 

 

（５）次年度執行部役員選出について 

次年度の執行部役員選出につきまして、昨年、⼀昨年と新型コロナウイ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しました。 

今年度につきましては、教頭先生立ち合いのもと、執行部定例会にて無作為抽選をおこなう予定です。 

詳細が決まり次第、お手紙を配布させて頂きます。 

 

（６）次年度ＰＴＡ会長選考会について 

習志野市東習志野小学校 PTA 役員選出規定に基づき、本日理事会終了後、PTA 会長選考委員会を発足させて頂きます。 
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（７）申し合わせ事項について 

各学年の理事さんは、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」または小学校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、使用目的と希望日時を伝え、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いただき、各学年のとりまとめをお願いいたします。 

執行部からの文書は手紙を配布いたしますが、その他の連絡事項については LINE でおこなう予定です。 

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。 

執行部から連絡があった際は、学年理事の皆さまに周知をお願いいたします。 

LINE を使用していない方、もしくは LINE の使用を望まない方がいらっしゃいましたら、個別に対応いたしますので執行部の(担

当者)までご相談ください。 

 

（８）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、お子さまを通じて渡されますので、中身を確認の上、日付を記入して捺印し、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４年度第１回理事会を終了いたします。 

次回、第２回理事会は１０月５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。 

重ねてのお願いになりますが、理事会終了後、学年ごとに学級理事さんのグループ LINE の作成をお願いいたします。 

 

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（水）１０時～ 

総合教育センターにておこなう予定です。 


