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第２回運営委員会だより

１１月６日（土）に第２回運営委員会が開催され、今後の活動について話し合いましたので、
下記の通り報告いたします。
１． ＰＴＡ会長挨拶
いつもＰＴＡ活動にご協力いただきありがとうございます。
コロナ感染症もようやく落ち着いてきて、10 月 30 日に運動発表会と桐ケ丘ミステリーウォーク
を無事に開催することができました。ご協力いただきました学校やお手伝いいただきました保護者の
皆様に感謝申し上げます。
また、１１月１３日には児童館が中心となって秋の子どもゲーム会が開催されます。まだコロナが
完全に無くなった訳ではないので、コロナに気を付けつつとなりますが、少しずついろんな事ができ
ればと思っています。ぜひ皆様ご参加いただき、盛り上げていけたらと思いますので、ご協力をお願
いいたします。
２． 学校長挨拶
日頃より PTA 活動にご協力いただき、ありがとうございます。
4 月から始まり、ようやく第 2 回運営委員会を開催することができました。本校として、ここまで
様々な活動を安心・安全を第一に考えながら進めて参りました。
運動発表会に向けてもご協力頂きありがとうございました。今後もいろいろな事をご相談させて頂
きながら進めて参りたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

３． 議題
（１）運動発表会、桐ケ丘ミステリーウォーク振り返り
10/30（土）に、皆様にご協力頂いて無事に運動発表会を行うことができました。ありがとうご
ざいました。今年度も昨年度と同様に 2 学年ずつの入れ替え制で、来賓の方はお招きしませんでした
が保護者の人数制限はしませんでした。ＰＴＡ本部と校外・保健委員会のメンバーで受付を担当しま
した。受付では検温と名札の確認を行いましたが、名札が無い方が想定以上にいらっしゃって、学校
側で用意していた名札が不足するという事態がありました。また、入場の流れに沿って途中から来た
方が未検温のまま一緒に入ろうとしてしまう事も度々あり、検温と名札のチェックがやや大変でした。
来年もどのような形になるか分かりませんが、なんらかの対応ができればと思います。
同日の午後に行われた桐ケ丘ミステリーウォークでは、66 組 250 人近い方々にご参加頂きまし
た。ご協力頂いた皆様、ありがとうございました。また来年も続けていけたらと思っています。また、
ご協力お願いいたします。

（２）秋の子どもゲーム会について
オータムフェスティバル実行委員会により、コロナの関係でオータムフェスティバルを開催できな
い代わりに子ども達が楽しめるイベントを、ということで開催されることになりました。ＰＴＡ本部
からは、「お楽しみ抽選会」という名前でブースを出させて頂きます。学年・成人委員会のメンバー
には、会場の整備のお手伝いをして頂きます。今回、桐郷だけではなく、赤羽西小学校のわくわく広
場と八幡小学校のわくわく広場にも声を掛けています。

（３）指名委員会について
10/２０（水）にオンラインにて第１回目の指名委員会を行い、顔合わせと今後のスケジュール確
認を行いました。
委員長 ：（本部）５－１関口さん
副委員長：（環境）１－１石井さん
メンバー：（学年）１－３森さん、５－２松原さん
（広報）１－１中澤さん、２－２土屋さん
（環境）２－２佐藤さん
（校外）６－１新谷さん、６－２小川さん
今年度も自薦、他薦のお知らせを配布いたします。内容に関しましては昨年度同様アンケート形式
にて全員提出とさせていただきますが、今年度はオンライン総会と同様にメール配信形式で行う予定
です。ご協力よろしくお願いいたします。

（６）その他
・例年は７月に実施していた四校連（合同講演会）は、12 月 1１日（土）に開催されることになり
ました。場所は西が丘小学校の予定です。詳細について連絡が来ましたら、皆様にお知らせいたし
ます。
・桐郷小の広報誌が北区小学校ＰＴＡ連合会（北小Ｐ）主催のコンクールで最優秀賞に選ばれました。
そして、今年度からは東京都小学校ＰＴＡ連合会（都小Ｐ）に加入したことにより、全国コンクー
ルに出品して頂くことができ、見事に佳作を頂きました！都小Ｐの方によると、東京都の小学校で
の入選は久々だったそうです。今月に授賞式があり、広報委員長（野中さん）に出席して頂きます。
☆広報委員長（野中さん）からのコメント☆
ＰＴＡの活動と小学校の様々な取り組みを紹介する事でこんなに素敵な賞を頂く事ができま
した。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
・ＰＴＡ見直しプロジェクトの進捗状況についてですが、以前に広報誌でもお伝えしたようにオープ
ンチャットを開設していますが、未だ登録数が少ない状況です。参加して下さっている方々からは、
なかなか発言しづらいとのお声を頂いています。登録の敷居が高いのではないかということで、使
用方法をもっと参加しやすいものに見直ししたいと考えています。またお知らせいたしますので、
皆様ご登録とお友達への声掛けをよろしくお願いいたします。
・次のステップとして「ボランティア制」が検討項目に上がっています。今回の桐ケ丘ミステリーウ
ォークでテスト的に実施しようとしましたが、コロナの影響もあってイベントの実施可否自体がす
ぐに決まらず、準備が間に合わずテスト実施ができませんでした。次の機会にチャレンジしたいと
考えています。
また、今後は委員会の整理と、今後の PTA 活動内容の周知方法も検討していきます。秋の子ど
もゲーム会が終了したらメンバーで集まって相談する予定です。

４．これからの予定
１１月
１２月
１２月
１２月
１２月
※

１３日（土） 秋の子どもゲーム会
１０日（金）～11 日（土） 学習発表会（PTA によるお手伝いがある予定）
１１日（土） 四校連（合同講演会）
１４日（火） 第２回子どもと花壇のお花植え（予備日： 15 日、16 日）
２７日（月）～1 月 7 日（金） 冬季休業日

次回運営委員会

１月２２日（土） 多目的室（予定）

各種委員会活動報告
（第 2 回運営委員会）2021.11.6
運営委員会

4/3
4/6
4/15
4/17

PTA 本部役員会
小 P 連役員会引継会 出席
学校保健会理事会 出席
合同委員会・第一回運営委員会 出席
PTA 総会資料印刷・配布
4/19 銀行手続き（入学祝品費（名札、算数ブロック）、消耗品費、クラブ活動費）
4/29 小 P 連赤羽西地区会長会 出席
5/6
令和 2 年度給食会計決算報告書の署名捺印
5/8
メール配信および議決権行使フォーム作成
（令和 3 年度始め PTA 総会（オンライン）開催のご案内）
5/9
メール配信、回答フォーム作成および HP 作成
（「こども 110 番の家」プレート掲示協力）
5/11 メール配信および HP 作成（廃品回収廃止のお知らせ）
5/12 LINE 配信（PTA 総会（オンライン）締め切り日のお知らせ、
廃品回収廃止のお知らせ、
「こども 110 番の家」プレート掲示協力のお知らせ）
5/14 小 P 連総会 書面
5/17 メール配信および HP 作成（年度始め PTA 総会（オンライン）のご報告）
5/19 非行のない明るい街づくり赤羽連絡協議会役員会 出席
5/20 赤羽西地区青少年総会 書面
5/21 桐ケ丘地区青少年総会 書面
5/22 長副学校打合せ（運営委員会中止のため）
5/31 メール配信および申込フォーム作成
（子どものお花植え中止と大人のお手伝い募集）
6/2
銀行手続き（PTA 総合補償）
6/5
児童館架け橋委員会 出席
6/9
小 P 連正副会長会 オンライン
6/10 北区子ども・子育て会議 オンライン
6/11 小 P 連赤羽西地区会長会 オンライン
6/15 わくわく広場実行委員会 出席
銀行手続き（連合 PTA 会費）
6/17 小 P 連正副会長会 オンライン
6/19 児童館架け橋委員会 出席
6/23 北区 2 学期制検証委員会 出席
6/25 北区オリンピック聖火リレーボランティア説明会
6 月後半
PTA 会費回収作業 3 回
7/2
小 P 連役員会 オンライン出席
7/3
児童館架け橋委員会 出席
7/5
赤羽地区青少年協議会 出席
7/8
小 P 連正副会長会 オンライン

7/9
7/10
7/16
7/21
7/22
7/27
7 月中
8/2
8/26
9/7
9/11
9/25

小 P 連赤羽西地区会長会 オンライン
長副学校打合せ（運営委員会中止のため）
銀行手続き（入学祝品費（連絡袋））
銀行手続き（都小 P 会費）
メール配信（オリンピアン登場-オンライン研修会のご案内）
小 P 連広報専門委員会 出席
PTA 会費回収作業 1 回
小 P 連正副会長会 オンライン
北区子ども・子育て会議 オンライン
メール配信および HP 作成（廃品回収廃止のお知らせ）
メール配信（東京都小学校 PTA 協議会からのアンケートのお知らせ）
長副学校打合せ（運営委員会中止のため）
小 P 連正副会長会 オンライン
9/26 小 P 連赤羽西地区会長会 オンライン
9/28 北区 2 学期制検証委員会 出席
9/29 メール配信および配布用文書作成（令和 3 年度後期会費減額のお知らせ）
10/6 LINE 配信（桐ケ丘ミステリーウォークボランティア募集）
10/9
LINE 配信（桐ケ丘ミステリーウォークボランティア募集再送）
小 P 連赤羽西地区会長会 出席
10/14 児童館オータムフェスティバル実行委員会 出席
10/15 北区個人情報保護委員会 出席
10/22 北区いじめ問題対策協議会 出席
北区基本構想審議会 出席
10/23 メール配信（秋の子どもゲーム会用景品募集のお願い）
10/26 北区 2 学期制検証委員会 出席
10/27 LINE 配信（桐ケ丘ミステリーウォーク締め切り間近のお知らせ）
10/23,24,25,26
秋の子どもゲーム会用景品回収
10/28 LINE 配信（桐ケ丘ミステリーウォーク締め切り日のお知らせ）
10/29 運動発表会 事前準備作業
メール配信（運動発表会観覧に際してのお願い）
10/30 運動発表会 受付手伝い
桐ケ丘ミステリーウォーク 手伝い
10/31 メール配信（秋の子どもゲーム会のご案内）
10 月末 PTA 会費回収作業 2 回
11/3 LINE 配信（秋の子どもゲーム会追加募集のお知らせ）
学年・成人委員会

4/17

合同委員会・第一回運営委員会

出席

校外・保健委員会

4/17
4/24
6/8
6/17

合同委員会・第一回運営委員会 出席
前年度の引き継ぎを兼ね打合せ(長副のみ参加)
長副で学校で打合せ
「こども 110 番の家」プレート掲示協力者への配布物準備

広報委員会

4/17
5/16
5/22
5/25
6/12
6/20
7/1
7/19
7/22
7/27
7/28
9/25
10/6
10/9
10/30

合同委員会・第一回運営委員会 出席
第一回広報委員会
教職員撮影
1 年生集合写真撮影
PTA 見直しプロジェクト取材
広報誌チェック 1 回目
広報誌チェック 2 回目
広報誌配布・発送作業
2021 年度名簿変更点打合せ（1 回目）
広報専門委員会出席
2021 年度名簿変更点打合せ（2 回目）
引取り訓練取材
5 年稲刈り取材
第二回広報委員会
運動発表会取材

環境委員会

4/17
合同委員会・第一回運営委員会
5/11 牛乳パック、アルミ缶回収
6/20 学校倉庫内の廃品回収
7/2,5,9
牛乳パック回収
指名委員会

10/20 指名委員会打合せ

オンライン

出席

