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１月 22日（土）に第 3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． 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。 

  今回は、zoomによる運営委員会の開催となりました。また、感染が拡大していますが、今回は 6 

  年生向けに道徳授業の開催ができました。今後 2、3月に向けて卒業式に向けての行事が続いてゆ 

  く中ではありますが、みなさんで感染対策をしっかりしながら少しでもたくさんの行事を開催でき 

  ることを願っています。 

   

２． 副校長挨拶 

  日頃より学校教育へのご理解ご協力ありがとうございます。また、本日の運営委員会の開催もあり

がとうございます。今年も昨年同様コロナの影響でさまざまな予定が変わってきておりますが、本校

として、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。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）子どもゲーム会報告 
  11 月 13 日に開催されたイベントで、コロナの関係で中止になったオータムフェスティバルに代

わって開催された桐ヶ丘児童館主催のイベントでした。桐ケ丘郷小は、子どもゲーム会というコーナ

ーで参加しました。こどもゲーム会は、学校の皆さんから集めた新品不用品を景品にしました。タブ

レットのルーレットアプリを使い当たった賞の景品をもらうというものでした。子どもたちの景品を

選ぶ目がきらきらしていて楽しい時間を過ごせたと実感しています。 

 景品収集にご協力いただきました保護者のみなさまに感謝申し上げます。 

 

（２）四校連講演会報告  

  通常ならば毎年 7 月に開催している四校連ですが、今年は緊急事態宣言中だったこともあり 12 月

11 日に開催されました。西が丘小学校での開催でした。当日は、桐ケ丘郷小で学習発表会もありま

した関係で参加者は、8名の参加でした。参加していただいたみなさまありがとうございました。 

来年は状況にもよりますが、開催が決まりましたらご案内させていただきます。 

 

（３）ベルマーク集計及び購入報告 
  学校で購入内容を選んでいただき 12月 21日に購入いたしました。 

 

ティーボール用ボール×１（5,160円） 

バドミントンシャトル×２（単価 2,600円） 

バドミントンラケット×２（単価 2,200円） 

プラス行事案内板×１（33,800円） 

一輪車収納スタンド８台掛け×１（36,000円） 

合計 84,560円で、本体価格合計の 90％×10％が消費税になり、消費税は 7,610円で合計 

 桐ケ丘郷小学校ＰＴＡ 第 3回運営委員会だより 



92,170円になりました。1月 17日現在次回繰り越し分の残高は、4,683円になります。 

Webベルマークへのご協力ありがとうございました。 

 

（６）指名委員会について 
      次年度の役員ですが、アンケートの結果 11名の立候補がありました。保護者会になどによる委員 

  の選出は行いません。３月 12日の互選会に進みたいと考えています。次年度は、見直しプロジェ  

  クトの改革により新たなスタートを切ることになりますので本部役員の人数を手厚くし、1名増員 

  し 11名の役員で次年度の PTAの活動を進めたいと考えています。 

 

（７）PTA 見直しプロジェクトについて 
  PTA見直しプロジェクトでは、11月 27日、12月 30日、1月 15日に打合せを実施いたしま 
  した。 

  次年度 PTA活動に向けて、全会員アンケート、教員アンケートの結果などを考慮して、ＰＴＡ見直  

    しプロジェクトにて検討した結果についてご報告いたします。各委員会についての内容変更です。 

 

・学年委員、環境委員、校外委員は廃止させていただきます。広報委員会に関しましては、次年度は

委員会として継続し、平行してサークル活動を開始します。 

   ・上記委員会の改変をし、新たに気軽に PTA のお手伝いをする「サポーター」という制度を設けま 

  す。サポート内容は、給食試食会、四校連、ドッジボール大会、（子ども 110 番）等になります。 

  本部副会長がとりまとめる予定にしています。 

   サポーターの人数は、各クラス１名以上で上限はもうけません。無理のない範囲で出来るときだけ

お手伝いしてくれる人として登録していただき、家族単位での登録も可能です。 

   ・指名委員の人数は、現在９名ですが、５名に変更します。 

 ・委員選出時に委員経験回数、有無による選出規則も廃止します。 

 ・次年度から新しく改革したＰＴＡの内容を手厚くする意味で本部の書記を 1名増員します。 

 ・来年度の行事の軽減を行います。 

  歓送迎会については廃止を予定しています。 

  全会員のアンケートでは、歓送迎会は大変だけど、離任した先生にご挨拶がしたいとのことでした。 

  また、先生方のアンケートでは、今後も参加したいという回答が得られませんでした。 

  歓送迎会は廃止ですが、離任式等に保護者が参加できるなど離任した先生にご挨拶ができる形を検 

  討します。 

  親子レクリエーションは、学校行事の一環でもあるので、今後は学校側で担任の先生から保護者に 

  ボランティアを実施してくださることになりました。 

  子ども 110番については、作業の軽減を行い、地域の方々の協力を求めるなどの新たな方法を 

  模索中です。 

 

 ・ 上記の内容を考慮し、PTA 規約の変更を行います。 

17条では、指名委員の保護者の人数を変更します。 

18条では、会計の再任について変更します。 

27条では、運営委員会の開催等について変更します。 

  28条では、運営委員会の構成を変更します。 

  29条では、運営委員会の構成を変更したため、審議する内容を一部変更します。 

  31条では、廃止する委員会を削除し、新しく設けるサポーター（お手伝い係）を追加します。 

  32条では、広報委員会、サポーター（お手伝い係）の活動内容について変更します。 

  34条では、広報委員会のみが委員会として残ったため、変更します。 

 

  上記の見直し内容と規約変更内容については、PTA会員のみな様に別途メールにてご連絡いたしま 

  す。 

   

  



 ・年度末総会までにまだ何件か検討項目がございます。 

  新しく設けるお手伝い係の名称、ＰＴＡの名称変更、ＰＴＡ活動のモットー等が主な内容です。 

  こちらは、見直しプロジェクトや運営委員会の LINE で相談していきます。 

   また、会員のみなさまに分かりやすく、親しみやすくするためにＰＴＡ活動のモットーを検討中 

  です。 

 ・来年度も引き続き見直しプロジェクトは活動いたしますので、ご興味のある方は下記の PTAメー 

  ルにご連絡いただくか、見直しプロジェクト（LINE オープンチャット）にご参加ください。お待 

  ちしています。  

 ・現在のモットーの案、“出来るときに出来る人が出来る範囲で「楽しく活動」”ですが、そちらに 

  「やりたいことを」と追加したら、活動がなくなるというより新しいことややりたいことができる 

  というプラスの印象になるのでどうかと意見がありました。 

 

（8）その他 
       恒例の９月開催のドッジボール大会ですが、新型コロナウィルス感染症のまん延により開催が 

見送られていましたが、２月に５、6 年生に限定して開催を進めていましたが、今年に入って東京

都における感染者数の著しい増加に伴い、今年度に関しましては、ドッジボール大会は中止になり

ましたことをご報告いたします。 

 

4．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。 
  コロナ感染症拡大に伴い、オンラインでの開催にさせていただきましたことご了承ください。 

  今後もご意見等ございます方は、様々な方法でお伝えください。 

  学校の方は、北区のガイドラインに従いまして感染症対策をしっかりして学校の活動を続けており 

  ます。保護者のみなさまにおかれましては、日頃よりご協力ありがとうございます。 

  本日は、もともと道徳授業地区公開講座を予定しておりましたが、コロナ感染症拡大に伴い保護者

参観を 

  中止とさせていただきました。アテネオリンピックのパラリンピックマラソン金メダリストの高橋 

  勇市さんをお招きして、6年生の方は体育館で、他の学年はオンラインでお話を聞かせていただき 

  ました。私は、学校の代表として金メダルを首にかけていただきまして、実際に本物のメダルを拝 

  見できる貴重な体験でした。 

   

   

４．これからの予定 
2/4    新一年生保護者会 

3/11   6年生を送る会  

3/12   タイムカプセル・保護者会・合同委員会・互選会 

3/12頃 年度末総会予定 

3/24     修了式 

3/25   卒業式 

3/26   春季休業開始 

 

 

※ 次回運営委員会  3月 1２日（土） 保護者会終了後  

           場所：ランチルーム（予定） 

 

 

 

ご不明な点やご質問は PTA 本部 pta@kirisato.tokyo までご連絡ください。 

 

  

mailto:pta@kirisato.tokyo


                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTA 見直しプロジェクトにご参加くださる方

は、右記の QR コードからご参加ください。 

 

参加コード：kirisato 

 

30 名以上のご参加となりましたら 

稼働予定です。 



各種委員会活動報告 

                       
（第 3 回運営委員会）2022.1.22 

 

運営委員会 

11/6   学校評議会 出席 

11/13  秋の子どもゲーム会 出席 

11/14   PTAソフトボール大会 出席 

11/17   小 P連役員研修会 出席 

11/17    北区基本構想審議会 出席 

11/27  第 2回 PTA見直しプロジェクト会議 

11/28  メール配信（四校連講演会のご案内について） 

11/28   赤羽西地区会長会 出席 

11/30    北区 2学期制検証委員会 出席 

12/3   小 P連役員会 出席 

12/6   メール配信 (6年生と花壇のお花植えについて) 

12/11  四校連講演会 出席 

12/14  ６年生と花壇のお花植え 参加 

12/20   北区基本構想審議会 出席 

12/20   北区子ども子育て会議 出席 

12/22   メール配信（第 12回ドッジボール大会出場者募集について） 

12/24   北区個人情報保護制度運営審議会 出席 

12/30  第 3回 PTA見直しプロジェクト会議 

1/6   メール配信（卒業記念行事「タイムカプセル」のお知らせ） 

1/14   メール配信（第 12回ドッジボール大会中止のお知らせ） 

1/15   第 4回 PTA見直しプロジェクト会議 

1/18     小 P連財政専門委員会 出席 

 

学年・成人委員会 

11/13  児童館子どもゲーム大会 お手伝い 

 

 

校外・保健委員会 

12/11  四校連講演会参加 

 

 

広報委員会 

11/13  秋の子どもゲーム会 撮影 

11/14  PTAソフトボール大会撮影 

11/19  広報誌コンクール表彰式出席 

12/11  学習発表会撮影 

12/14  ６年生個別写真撮影、子どもと花壇のお花植え授業撮影 

12/20  広報誌撮影制作について意見交換（LINE） 



 

環境委員会 

12/21  ベルマークの集計および購入 

（ティーボール用ボール１、バドミントンシャトル２、バドミントンラケット２、

プラス行事案内板１、一輪車収納スタンド 8台掛け１） 

 

指名委員会 

11/29    メール配信（自薦・他薦アンケートについて） 

12/6   アンケート集計 

12/12  候補者個別面談開始 
 

 


