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１２月１０日（土）に第１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。 

  今年度は、２０周年式典行事をはじめ、多くのイベント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サポーターの皆様に感謝申し上げます。 

  また、１２月１８日（日）には、小学３年生以上を対象としたドッジボール大会が開催されます。

来週のことですので、練習や運営としても慌ただしいところですが、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。 

本日は、久しぶりに学校公開ということで、多くの保護者様にもお越しいただきました。また、今

回が第１回運営委員会ということで、おやじの会と卒対の方からも同席頂いて、開催させて頂きます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３． 議題 
 

（１）活動報告と今後の予定（情報共有）について 
  【PTA本部】 

  今年度からスタートしましたサポーター制度により、多くのサポーターさんにご協力頂き、運動発

表会、四校連イベント、周年式典関連、オータムフェスティバルなどのイベントを乗りきることがで

きました。ありがとうございました。最近は、まさに来週１２月１８日のドッジボール大会に向けて

動いているところです。今後につきましては、例年より少し遅くなってしまいましたが、指名委員を

発足させて頂き、来年度の役員募集をスタートさせて行けたらと思っております。指名委員は本日発

足、来週はじめには PTA 会員にはメールで募集とお知らせをしていきます。結果に関しましては、

１月にメール等でご連絡したいと思います。他には、２月の新入生説明会で新１年生の保護者に向け

て、広報活動やお知らせをしていき、互選会で来年度の役員を確定します。 

  【広報委員会】 

  ７月に、広報誌（さと掘れワンワン）を発行し、先生紹介などをさせて頂きました。また、授業公

開の日に広報委員会を開催し、広報誌を作成すること以外に、今後広報委員会をどうしていったらよ

いかの意見交換をしました。→来年度に向けて広報誌の一部はひな形を作っておく予定です。やるか

やらないかは来年度のメンバーに決めてもらえたらと思います。 

  次号広報誌に掲載する６年生の個人写真は、数名の欠席者を除いて撮影が完了しました。ありがと

うございました。それと別に、展覧会のことを号外で出そうと思っています。以前から、子どもと一

緒に広報誌を作ろう！というのを考えていて、今年度その提案をしたところ、広報委員のお子さんだ

けでやるのは不公平ではないか？という意見もあったため、どのように募集するのが良いか本部で判

断して頂きたい。 

 →募集の文面を広報委員で作成し、PTA 本部に上げ、PTA よりメール等で皆さんへ周知して募集を

行うこととなりました。また、小学５年生以上は、お子さんだけ（お友達同士）の参加も可とします。 

 桐ケ丘郷小学校ＰＴＡ 第１回運営委員会だより 



 また、６年生の集合写真を撮らせて頂きたい。→学校確認後、学年主任と日程調整します。 

  【おやじの会】 

  ４月：新入生歓迎イベント開催、５月：運動会にてサポーターさんと協力し、学校周辺及び桐ヶ丘

中央公園グラウンドの駐輪場管理、８月：本来はキャンプとして行われていた防災イベントでテント

張りの説明と花火大会の実施、１１月：オータムフェスティバルにてスラックレール体験とバルーン

アートブースで参加、今後は、２月２５日に、通算三回目の“おやじのお仕事紹介”の開催を予定し

ています。厳密には、おやじクラブのマネジメント外のものになりますが、事実上、発表する大人の

大半がおやじクラブのメンバーとなりますので、おやじのお仕事紹介という形のタイトルとなってお

ります。今回は、小学６年生が対象となっています。 

【卒対】 

卒業に向けて準備を進めてきており、学校には写真撮影の同意書を取って頂いております。卒業関

連のイベントの中で、「学校（桐郷）で何かやりたい事」というアンケートをとらせて頂き、TV で

やっている“追いかけっこ”のようなものをやりたい！など様々な要望が上がりましたが、その後の

学校との調整で、学校を使用して要望が上がったものを実現させることが難しかったため、アンケー

トは広報で活用する形をとりました。また、合わせて卒業関連でやることを学校と調整してきており、

今のところ、ここ３年くらい続けてやってきている「タイムカプセル」は、今後も継続的にできるよ

う了解が取れ、今年度は概ね場所の選定もできており、１２月２５日に試し掘りを予定しています。

実施は、３月１１日を予定しています。それと「黒板アート」ですが、位置付けとしては、OBOG

から卒業生へプレゼントという意味合いで考えていて、こちらも学校と調整を続けてきた結果、移動

式の大きな黒板のようなもの調達して、卒業式の後、校庭に出てきた際にそれを見て頂いて、写真な

りを撮っていただくようなそういう方向に落ち着きつつあります。一部、おやじの会の予算を使い、

物品の調達等をしていきます。現在、黒板アートで表現する題材については、１２月に子どもたちに

アンケートを取って、上がってきたキャラクターなどを表現する方向で進めて行こうと思っています。

あと１つ、まだ具体的な方法は今後調整が必要なのですが、「Big 卒業証書」が流行っているようで、

それをやりたいという意見も多く上がってきていますので、作るのか？購入できるのか？という点も

含めてやらせて頂ける方向で調整中です。雨の場合は、中止または縮小という対応になると思います。

アルバムについて、情通クリエイトさんから見積もりはもらっていますが、最終的に情通クリエイト

さんが入るかどうかは不確定で調整中です。 

 

（２）PTA 組織との連携方法について 
  ４月にある保護者会後に、第１回運営委員会を開催し、そこで来年度の役員、委員、学校とで意見

を出し合い、運営委員会の開催頻度や連絡手段、方法についても最善の方法を検討していく予定です。 

  学校が現在、来年度の年間予定を作成中です。その年間予定を基に、年間予定に未掲載のものや、

後日決定した内容等が発生した場合は、日程の連絡だけでも事前にできるようにしていきます。 

 

（３）その他 
  来年度より、OBOGサポーターの会を発足する予定です。現６年生の保護者をはじめ、卒業生の 

 保護者の方に登録して頂き、これまでの経験等から、様々な場面でのサポートをお願いしたいと考え 

 ています。 

  例年、４月に新入生歓迎イベントをおやじの会が主催していましたが、今後は、その他のクラブや 

 団体などにも声をかけ、一緒に運営開催し、そこでメンバー募集などの広報活動をしていくことにな 

 りました。団体の参加可否については、おやじの会で判断となります。 

  おやじの会代表に運営委員会メンバーに入っていただくことになりました。 

  広報誌配布先の名簿を今まで PTA本部で管理していましたが、学校側で管理して頂くことになり 

 ました。 

  新入生保護者会で PTA の説明をする際に、広報誌とおやじの会のチラシを配布することになりま 

 した。 

 

 

 



（４）指名委員会について 
  1２/１０（土）に発足しました。 

委員長  ：６−２森口さん 

本部役員 ：５−２塚田さん、３−２山田さん 

広報委員 ：６−２野中さん、６−１内田さん 

教員   ：荊沢未来先生、生井正芳先生 

 

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。 

 

４．これからの予定 
１２月 ２６日（月）～1月 7日（土）） 冬季休業日 

※ 次回運営委員会  未定  年度末までに開催を検討 

 

出席者：校長先生、副校長先生、PTA本部（会長、副会長３名、会計２名、書記２名） 

    広報委員会２名、おやじの会１名、卒対２名 

 

 

 

各種委員会活動報告 

                      （第 1回運営委員会）2022.12.10 

 

運営委員会 

3/29 PTA加入手続き・メール登録用資料印刷・配布 

4/4 （書）書記引継ぎ 

4/5 サポーター・広報委員募集用資料印刷・配布 

4/6 （長）小 P連役員会引継会 出席 

 （長・副）桐郷入学式（新入生保護者への PTAの案内） 

（長・副）桐ケ丘地区自治会連合会 

4/10 PTA本部役員会 

 （副）副会長引継ぎ 

4/11 （書）資料作成（役員名簿・運営委員会名簿） 

 （書）メール配信（サポーターおよび広報委員募集のご案内） 

4/18 見直しプロジェクト会議 

4/19 （長）北区基本構想審議会 

 （長・副）学校打合せ（１） 

4/20 （長）北区 PTAコーラスの集い 引継ぎ会 

 （副）保護者会用資料準備・印刷 

4/22 （書）資料作成（前期 PTA会費について）→4/26配布 

 （会）銀行手続き（会議費、サイボウズ年会費） 

4/23 （長・副・会）保護者会にてサポーター・広報委員の募集説明 

4/24 （書）資料作成（サポーター＆広報一覧） 

4/25 （長）西地区会長会 出席 

 「前期 PTA会費について」印刷・配布 

4/27 （書）メール配信（第一回広報委員会のお知らせ） 



4/28 （会）銀行手続き（入学祝い品費、算数ブロック、令和３年度 PTA会費預入） 

4/30 （書）メール配信準備（サポーター募集） 

5/1 （書）資料更新（運営委員会への初回説明事項まとめ） 

5/2 （長）小 P連総会事前打合せ  出席 

PTA室の整理・清掃 

 （副）前校外委員長から引継ぎ会 

 （書）メール配信（運動発表会サポーター募集のお知らせ） 

5/7 （長）きりのはなお月見会 

（副）広報委員会 出席 

5/9 （書）メール配信 

（令和４年度 年度始め PTA総会（オンライン）開催のご案内） 

5/10 （長・副）四校連総会 出席 

5/11 （副）メール配信（令和４年度 わくわ実行委員募集のご案内） 

5/13 （長）小 P連総会 

5/14 （副）子ども 110番実態調査・地域訪問 

5/17 （書）年度始め総会の結果報告資料作成・メールと HP準備 

5/19 （長）青少年赤羽西地区委員会総会 

5/20 （長・副）青少年桐ケ丘地区委員会総会 

 （書）メール配信（運動発表会サポーター役割分担のお知らせ） 

5/21 （書）メール配信（6/4(土)・5(日)花壇のお花植えのお知らせ） 

5/24 （長・副）学校打合せ（２） 

 （書）メール配信（令和４年度 わくわく実行委員募集のご案内（再）） 

5/27 （長）北区基本構想審議会 

5/28 運動発表会（受付手伝い） 

5/29 （書）メール配信（年度始め PTA総会（オンライン）のご報告） 

6/2 （書）メール配信（令和４年度四校連合同講演会開催のお知らせ） 

6/3 （長・副）青少年桐ケ丘地区健全育成部会 

 （書）メール配信（桐ケ丘中央公園花壇のお花植え参加者募集のお知らせ） 

 （会）銀行手続き（連合 PTA会費） 

6/4 （長）児童館架け橋委員会 

（長・副）長副打合せ（子ども 110番精査、四校連パトロールについて） 

6/6 （長）小中 P連幹事会 

6/7 （長・副）小 P連役員研修会 

6/8 （書）メール配信（令和４年度四校連合同講演会開催のお知らせ(再)） 

6/10 （長）PTA保険切替契約 

 （会）銀行手続き（消耗品費） 

6/11 （書）広報委員会（２）出席 

6/14 （長）わくわく実行委員会 

6/20 （長）北区基本構想審議会 

6/21 （長）オータムフェスティバル実行委員会 

 （会）銀行手続き（PTA総合補償） 

6/23 （長・副）学校打合せ（３） 

6/25 （長）赤羽西地区会長会 

6/28 （長）北区子ども子育て会議 



6/30 （長）小中 P連幹事会 

 （長）小 P連正副会長会 

 （書）メール配信（令和４年度四校連合同講演会のご案内） 

7/1 （長）小 P連役員会 

（長・副）社会を明るくする運動講演会（青少年桐ケ丘地区委員会の主催） 

 （会）銀行手続き（クラブ活動費） 

7/2 PTA本部役員会 

 四校連合同公演会 

7/4 （書）メール配信（7／12に行われる周辺小中学校が集まる会議の 

お手伝い募集のお知らせ） 

7/5 （書）メール配信（『こども１１０番の家』お手伝いサポーター募集の 

お知らせ） 

7/6 （長）小 P連商工会議所打合せ 出席 

7/8 （長）オータムフェスティバル実行委員会 出席 

 子ども 110番用資料準備・印刷 

 四校連パトロール協議会用菓子購入 

（会）銀行手続き（予備費）、都小 P会費振込 

7/9 見直しプロジェクト幹事と打合せ 

 （副）子ども 110番説明会 

（書）広報委員会（３）出席 

7/12 （長）北区個人情報保護制度審議会 出席 

 四校連絡協議会・パトロール打合せ準備・出席（桐郷小で開催） 

（副）子ども 110番対面訪問 

7/13 （会）銀行手続き（会議費、切手代） 

7/15 （書）子ども 110番訪問説明 

7/16 （監）子ども 110番訪問説明 

 （長）西地区会長会 出席 

7/20 （長）小 P連正副会長会 出席 

7/21 （長）青少年赤羽地区協議会 出席 

 （副）子ども 110番対面訪問 

7/25 （長）小 P連幹事会 出席 

7/27 （長）北区基本構想審議会 出席 

7/31 （長）小 P連滝野川地区別研修会 出席 

8/20 （長）Let's BTS 参加 

8/22 （長）北区子ども子育て会議 出席 

8/29 （会）銀行手続き（算数ブロック、連絡帳） 

8/30 見直しプロジェクト会議 

9/3 周年実行委員会 出席 

（書）広報委員会（４）出席 

9/4 PTA本部役員会 

9/6 （長）北区個人情報保護制度審議会 出席 

9/9 （長）オータムフェスティバル実行委員会 出席 

9/11 PTA本部話し合い 

9/12 （長・副）学校打合せ（４） 



9/13 （長）北区基本構想審議会 出席 

 後期会費についての資料 印刷、配布 

9/15 （長）小 P連幹事会 出席 

9/21 （長）わくわく実行委員会 出席 

 （副）メール配信（桐郷 20周年記念行事に関するお手伝い募集） 

9/23 PTA本部役員親睦会 

9/27 （副）メール配信（5年生稲刈りお手伝いのご案内） 

10/3 5年生稲刈り 参加 

10/4 （副）メール配信（☆20周年式典お手伝い 大募集中です☆） 

10/10 見直しプロジェクト幹事打ち合わせ 

10/14 （長・副・書）学校打合せ（５） 

ドッジボール大会募集用資料 印刷、配布 

10/18 （長）北区基本構想審議会 出席 

10/21 （長）PTAコーラスの集い会館打合せ 出席 

10/22 周年実行委員会 出席 

 （長）学校評議員会 出席 

（書）広報委員会（５）出席 

10/23 （長）北区小中 PTA卓球大会 出席 

10/26 （長）PTAコーラスの集い前日準備 

 周年手伝い・記念品準備 

10/27 （長）PTAコーラスの集い 

 （書）メール配信（ドッジボール大会のお知らせ） 

10/28 （副）メール配信（オータムフェスティバルのお手伝い募集のお知らせ） 

10/29 （長）赤羽台西小学校周年式典 出席 

 （副）都小 P臨時総会参加 

10/31 （長）北区個人情報保護制度審議会 出席 

 （長）小中 Pバレーボール大会キャプテン会議 出席 

11/1 周年手伝い・バルーンリリース 

11/4 （副）メール配信（明日 11/5式典のお手伝いについて） 

11/5 20周年記念式典出席、手伝い 

11/6 （副）ドッジボール審判講習会 

11/8 （長）北区基本構想審議会 出席 

 後期 PTA会費について 印刷・配布 

11/11 （長）北区おやじの会情報交換会 出席 

11/12 オータムフェスティバル準備 

11/13 （長）赤羽西地区 PTAソフトボール大会 出席 

11/14 （会）銀行手続き（予備費） 

 （副）メール配信（オータムフェスティバルのお手伝いについて） 

11/15 PTAアンケート、オータムフェスティバル 印刷、配布 

11/18 （長・副）学校打合せ（６） 

11/16 （副・書）PTA副会長研修会 

 （書）メール配信（PTAアンケートのお願い） 

 （会）銀行手続き（予備費、会議費） 

11/19 オータムフェスティバル 



11/23 （長）北区小中 PTAバレーボール親善試合 出席 

11/26 見直しプロジェクト会議 

 （長）袋小学校周年式典 出席 

11/28 （会）銀行手続き（予備費） 

11/30 （長）赤羽西地区会長会 出席 

12/1 （書）メール配信（12/6（火）6年生と花壇のお花植えのお知らせ） 

12/2 （長）小 P連役員会 出席 

12/3 （長・副）ドッジボール大会練習 

 （長・副・書）PTA打合せ 

 

広報委員会 

5/7 広報委員会（１） 

 5年生代掻き 取材 

1年生保護者への表紙撮影確認書依頼 

先生方の写真についてのアンケート依頼 

5/11 広報誌掲載アンケート配布（1年生集合写真） 

5/24～ 運動発表会 取材準備（LINE） 

5/28 運動発表会 取材 

5/29～ 運動発表会写真整理・掲載許可確認（LINE） 

6/1 5年生田植え 取材 

6/2 広報誌掲載アンケート結果受領 

先生方の写真についてのアンケート結果受領 

6/11 広報委員会（２） 

6/14 1年生表紙・スナップ撮影協力依頼（メール） 

20周年マスコットイラスト撮影協力依頼（メール） 

6/14～ 前期号内容検討・作業分担（LINE） 

6/18 郷っこ・わくわく・児童館 取材依頼 

6/20 職員紹介ページの内容確認・調整（電話・メール） 

 卒業制作 撮影 

 各クラブへ紹介用写真とコメント依頼（LINE） 

 PTA本部へ紹介用写真と会長コメント依頼（LINE） 

6/20～ 広報誌前期号 レイアウト作成開始 

6/21 １年生の学校生活スナップ 撮影 

6/22 職員紹介（先生クイズ）、校長先生コメント原稿依頼（メール） 

 「20周年キャラクラーができるまで」取材（学校） 

 桐ケ丘児童館職員紹介 コメント原稿依頼・撮影 

6/23 卒アルと広報誌の 6年生への写真掲載同意書について調整（メール） 

6/24 桐ケ丘児童館職員紹介 撮影 

6/28 １年生スナップ写真の掲載不可チェック（USB） 

教職員写真・先生アンケート受領 

6/29 先生クイズ原稿文字起こし（LINE） 

7/6 20周年記念キャラクターコメント文字起こし（LINE） 

7/9 広報委員会（３） 

7/9～14 広報誌前期号 校正作業 



7/15 広報誌前期号 入稿 

7/19 広報誌前期号 発送作業 

9/3 広報委員会（４） 

9/3～ 広報委員会マニュアル作成開始 

9/3～ 号外・後期号について検討開始（LINE） 

10/3 5年生稲刈り 取材 

10/3～ 今後の取材分担（LINE） 

10/17 5年生展覧会向け鉢植え 取材 

10/22 広報委員会（５） 

 20周年記念展覧会 取材 

10/25～ 学年企画検討開始 

10/29 4年生学年企画 第一回会議（ページ作成案、スケジュール） 

11/1 20周年記念児童集会 取材 

11/5 広報委員会 

 20周年記念式典 取材 

11/8 学年企画申請書提出（学校） 

11/11 5年生脱穀 取材 

11/18 学年企画承認、各学年委員で取材等開始 

11/19 オータムフェスティバル 取材 

11/26 広報委員会（６） 

見直しプロジェクト出席（次年度に向け広報委員会で集約した意見を発表） 

12/1 4年生学校 撮影 

12/6 6年生花壇のお花植え 取材 

 6年生個人写真撮影 
 

 


