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令和４年６⽉ 10 ⽇ 

       PＴＡ運営委員会だより  No.1           武蔵村⼭市⽴第三⼩学校 

                                        PTA 会⻑ 藤野裕希 
 

令和 4 年５⽉２7 ⽇(⾦) 午後７時より三⼩図書室において第⼀回運営委員会を開催いたしました。 
出席者は役員２５名、校⻑、副校⻑先⽣の計２７名でした。議題について、以下のとおり報告いたします。 
 

【1. PTA 活動にあたっての諸注意】 

  （１）学校施設使⽤申請書について 
・PTA 活動を⾏う際に学校施設を使⽤する場合は、学校施設使⽤申請書を副校⻑先⽣に提出。 
・⽇時、場所の重複を避ける為、事前に希望する施設が使⽤できるか確認して調整が必要。 

  （２）PTA 団体傷害保険について 

・PTA 本部に活動計画が報告されている PTA 活動に関しては、保険が適⽤。 
・地区会の活動にも適⽤されるが、⾃治会主催の⾏事は適⽤外。 
・活動中に怪我等があった場合は副会⻑ 渡邉まで連絡。 

  （３）配布物作成の際の注意事項について 
・委員会活動の配布物には、必ず PTA 会⻑名と委員⻑名を明記。 
・配布前に学校と PTA 本部の両⽅の確認、了承が必要。 
・印刷に使⽤する⽤紙は学校のものではなく、PTA 所管の⽤紙を使⽤。 
・印刷室を使⽤する場合は事前に確認をとり、先⽣⽅が使⽤する休み時間を避けて使⽤。 

  （４）校内での注意事項について 
     ・必ず名札を着⽤。 

  （５）活動報告書について 
・各専⾨委員会、地区会は活動報告書により活動を報告。 
・事前に活動報告書を配布。 

  （６）活動費の⽀払いについて 
a) 各専⾨委員会 

・各専⾨委員会の運営の為、活動助成⾦を⽀給。 
・外部に対する⽀払いは本部が⾏うため、⽀出発⽣時は、本部に連絡。 

後⽇「三⼩ PTA」宛の請求書または領収書を本部へ要提出。(明細書添付必須) 

b) 各地区会 
・総会で承認された予算をもとに地区活動費を⽀給。以後、校外転出時等、返⾦義務なし。 
・他校区から転⼊⽣が⼊った場合、児童１⼈あたり２００円の追加⽀給。 
・校区内の移動の場合は、地区⻑間で相談。 
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【2. 学年活動について】 

今年度も学年活動に関しては、授業の⼀環として⾏われるため、教材等が必要な場合は、 
他の授業の教材と同様の扱いとなる。そのため、PTA からの補助なし。 
ただし、授業時間外(放課後、⼟曜・⽇曜等)に各学年・クラスで活動を計画し、必要不可⽋な 
費⽤が発⽣する場合は、学年活動費より児童１⼈あたり１１０円を上限に⽀給する。 
そのため、該当する活動を計画する場合は、事前に本部へ活動計画書（様式は⾃由）を提出。 
1/2成⼈式(４年⽣)、もちつきの会(５年⽣)については、例外として従来どおり PTA 予算対応。 
なお、学年活動においてお菓⼦などの⾷品の配布は、アレルギーなどの関係もあり禁⽌。 
 

【3. 本部および各専⾨委員会の年間計画、⽅針の確認】 
  （１）本部 

a）令和４年度運営委員会の予定 
《第⼀回》  ５⽉２７⽇(⾦) １９時００分より 
《第⼆回》  ９⽉  ２⽇(⾦) １９時００分より 
《第三回》１１⽉２５⽇(⾦) １８時３０分より 
《第四回》  ３⽉  ３⽇(⾦) １８時３０分より 

b）本部年間計画 
・5.13(⾦)  PTA定期総会(書⾯にて実施) 
・5.24(⽕)  ⻘少対第三地区委員会定期総会 
・6.5 (⽇) 市クリーン作戦 
・6.9(⽊),10(⾦) PTA 会費集⾦ 
・7.20(⽔) ⻘少対主催 ⾮⾏防⽌パトロール 
・8.22(⽉)〜 8.27(⼟) ⻘少対主催 ラジオ体操 
・9.17(⼟) 廃品回収  (予備⽇ 9.23(⾦)) 
・11.9(⽔) PTA 連合会 研修会 
・11.27(⽇) PTA 連合会 親睦スポーツ⼤会 
・12.2 (⾦) PTA 連合会 情報交換会 
 ・1.14(⼟) もちつきの会 
 ・2.18(⼟) ⻘少対主催 球技⼤会 
 ・3.18(⼟) 中学校卒業式（⼀中・三中） 
 ・3.23(⽊) 三⼩卒業式 
・4⽉上旬 三⼩⼊学式 
・4⽉上旬 中学校⼊学式（⼀中・三中） 
・4⽉中旬 専⾨委員会 
・その他、⼦ども 110番ハウスの設置依頼、⾃転⾞防犯看板の配布を引き続き実施 
 



 - 3 - 

c）本部事業⽅針 
・本部、専⾨委員会の活動の充実を図る。 
・地区活動を通じ児童の健全育成を図る。 
・地域との連携を図り、児童の交通安全や防犯対策について考える。 
・会員相互の親睦を深める。 

 

  （２）学級委員会 
・5.27(⾦) 第⼀回運営委員会出席 
・6.9(⽊) PTA 会費集⾦協⼒ 
・9,2(⾦) 第⼆回運営委員会出席予定 
・11.25(⾦) 第三回運営委員会出席予定 
・12.14(⼟) もちつきの会協⼒ 
・1 ⽉頃 インクカートリッジ回収、ベルマークの集計予定 
・3.3(⾦) 第四回運営委員会出席予定 
・3⽉頃       親⼦レクレーション予定 
 

  （３）⽂化委員会 
・4.26(⾦) 専⾨委員会出席 
・5.27(⾦) 第⼀回運営委員会出席 
・6.9(⽊) PTA 会費集⾦協⼒ 
・9.2(⾦) 第⼆回運営委員会出席予定 
・11.12(⼟) 親⼦でドッジボール⼤会 
・11.25(⾦) 第三回運営委員会出席予定 
・3.3(⾦) 第四回運営委員会出席予定 
・4⽉中旬 専⾨委員会出席 

 

  （４）広報委員会 
・5.13(⾦) 交通安全教室撮影 
・5.27(⾦)      第⼀回運営委員会出席 
・6⽉        PTA広報誌「やまなみ」号外発⾏予定 
・6.3(⾦)      体⼒調査撮影 
・6.9(⽊) PTA 会費集⾦協⼒ 
・6.16(⽊) ⾃転⾞教室撮影 
・7⽉ 地域未来塾撮影予定 
・9.2(⾦) 第⼆回運営委員会出席予定 
・10.8(⼟) 運動会撮影予定 
・11.22(⽕)     60周年記念集会撮影予定 
・11.25(⾦)     第三回運営委員会出席予定 
・1.12(⽊)      席書会撮影予定 
・1.14(⼟)      もちつきの会撮影予定 
・2.18(⼟)      60周年記念学習発表会撮影予定 
・3.3(⾦)      第四回運営委員会出席予定 
・3⽉        「やまなみ」169号発⾏予定 

（５）校外指導委員会 
・4.7(⽊),4.8(⾦) 春の交通安全運動協⼒ 
・7⽉頃 第 1回歩道橋清掃予定 
・9⽉下旬頃 秋の交通安全運動協⼒予定 
・10.8(⼟)       運動会受付協⼒ 
・11 ⽉頃 第 2回歩道橋清掃予定 
・2⽉ 持久⾛⼤会の児童誘導、パトロール予定 
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・3⽉ 第 3回歩道橋清掃予定 
 

【４. 各地区の計画確認および報告】 
   （１）原⼭ 

・3⽉ ⾃治会⻑に挨拶 
・4.2(⼟) ⾃治会役員会議出席 
・4.16(⾦) 第⼀回原⼭⼦供会 
・6⽉ 第１回、第 2回夏祭り実⾏委員会 
・7⽉ 第⼆回原⼭⼦供会 

夏祭り、花⽕⼤会、ラジオ体操、廃品回収の打合せ 
 観⾳寺組、⽴正組、橋場組、⾺場組のイベント 

・8⽉ 原⼭夏祭り 
・9⽉             廃品回収 
・10 ⽉ スポレク⼤会 
・2⽉ 第三回原⼭⼦供会 

                 

   （２）向⼭ 
・5.24(⽕) ⻘少対総会出席 
・5.27(⾦) 第⼀回運営委員会出席 
・6.5(⽇) クリーン作戦協⼒ 
・6.6(⽉) パトロール開始 
・7.20(⽔) ⾮⾏防⽌パトロール 
・8.22(⽉)〜8.27(⼟) ⻘少対主催ラジオ体操 
・9.2(⾦)      第⼆回運営委員会出席 
・9⽉       廃品回収 
・11 ⽉       ⾃治会と協同でみかん狩り 
・11.25(⾦)     第三回運営委員会出席 
・2.27(⽉)     パトロール終了 
・3.3(⾦)      第四回運営委員会出席 
・3⽉末までに   新地区⻑へノートやデータ等引き渡し 

 

   （３）⾕津 
・6.5(⽇) クリーン作戦 
・7.20(⽔) ⾮⾏防⽌パトロール 
・8⽉ 夏祭り(未定) ラジオ体操 
・9⽉ 廃品回収 
・10 ⽉ スポレク⼤会 
・12⽉ お楽しみ会(未定) 
・2⽉ 地区⻑、郊外指導委員選出のくじ引き／引継ぎ 

 
   （４）鍛冶ヶ⾕⼾ 

・3⽉ 連絡網、パトロール表等打ち合わせ 
・4⽉ 地区⻑各家庭に連絡 
・6⽉ ⾃治会、８⽉⼋坂神社夏祭り打ち合わせ 
・7⽉        ⼦供会、⼋坂神社夏祭り準備(景品、ゲーム買い出し) 
・8⽉ ⼋坂神社夏祭り 
・8.22(⽉)〜8.27(⼟)⻘少対主催ラジオ体操 
・9⽉ スポレク⼤会参加者⼿配要請、お菓⼦準備 
・10 ⽉ スポレク⼤会参加 
・11 ⽉ 資源回収（⼦供会＆⾃治会主催）／⼦供会イベント（みかん狩り） 
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・2⽉ 次期地区⻑、校外指導員決定会議、引継ぎ 
  

 
   （５）⼊り 

・5.27(⾦) 第⼀回運営委員会出席 
・6.5(⽇)      クリーン作戦 
・8.22(⽉)〜8.27(⼟)⻘少対主催ラジオ体操  
・9⽉ バーベキュー 
・9.2(⾦) 第⼆回運営委員会出席 
・11.25(⾦)     第三回運営委員会出席 
・3.3(⾦)           第四回運営委員会出席 
・3⽉ 総会（予算の説明、次期地区⻑紹介、卒業⽣お祝い） 
・年間       パトロール 

 
   （６）神明 

・3.4(⽊) 運営委員会、新旧引継ぎ（選考委員、予算委員選出） 
・4⽉ ⾃治会⻑宅訪問（PTA 本部提出⽤⾃治会⻑名提出⽤紙作成） 
 ⼦ども会新名簿確認、作成、配布（説明、会費納⼊書、連絡網） 
・5.27(⾦) 第⼀回運営委員会出席 
・6.5(⽇) クリーン作戦 
・6⽉中旬     廃品回収協⼒(⾃治会主催) 
・7⽉上旬 神明⾃治会会議出席、お祭り打ち合わせ等 
・7⽉中旬 第⼆回⻘少年対策委員会出席／お祭り挨拶回り／お花作り／神明社掃除 
・8⽉上旬 神明社お祭り 
 （1 ⽇⽬：⼦ども会模擬店、2⽇⽬：お神輿、3⽇⽬：撤収及び清掃） 
・8⽉下旬 お祭り反省会（会計報告作成）／PTA廃品回収回覧作成 
・10 ⽉中旬 スポレク⼤会参加 
・11 ⽉上旬 ⾃治会会議出席  
・12⽉中旬 ⼦供 110番ハウス協⼒依頼（看板含む） 
・1 ⽉ 新年度役員、協⼒委員選出 
・2⽉ 進級祝・卒業祝購⼊／第三回⻘少年対策委員会出席／ 
 活動報告書、会計報告書作成 
 神明⼦供会総会、新旧引継ぎ（役員、協⼒委員） 

 
   （７）中藤団地 

・6.5(⽇) クリーン作戦、地区メンバー顔合わせ 
・8.22(⽉)〜8.27(⼟)⻘少対主催ラジオ体操 
・9⽉ 廃品回収参加 
・未定       お楽しみ会開催 

 
   （８）共通  

・5.24(⽕) ⻘少対第三地区委員会定期総会 
・6.5(⽇) 市クリーン作戦 
・7.20(⽔) ⻘少対主催 ⾮⾏防⽌パトロール 
・8.22(⽉)〜 8.27(⼟) ⻘少対主催 ラジオ体操 
・9.17(⼟) 廃品回収 
・2.18(⼟) ⻘少対主催 球技⼤会 
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【５. PTA 会費集⾦について】 
６⽉９⽇(⽊) 

・クラス役員は７時５０分に家庭科室、理科室に集合して頂き、各クラスごとに集⾦、集計作
業をして頂きました。御協⼒ありがとうございました。 

 

【６. 廃品回収について】 
９⽉１7 ⽇(⼟) 実施予定／予備⽇ ９⽉２３⽇(⾦) 

・ビン・⽸の回収は今年も実施しません。 
・⾃治会員宛のお知らせを、各地区⾃治会⻑に回覧依頼。（7⽉上旬） 【地区⻑に依頼】 
・詳細は後⽇、⻘少対地区委員会後に打合せ実施。地区⻑は必ず出席して下さい。 
 

【７. ⻘少対事業について】 
    （１）⾮⾏防⽌パトロール 

７⽉２０⽇(⽔) 実施予定 
・地区内危険箇所確認および⾮⾏防⽌のためパトロール実施。 
 

    （２）ラジオ体操 
８⽉２２⽇(⽉)から８⽉２７⽇(⼟) 実施予定 

 
 

（３）市クリーン作戦について 
６⽉５⽇(⽇) 
多くの⽅のご参加・ご協⼒を頂きました。 
時間 午前９時 〜 10 時 

   役員は午前８時 45 分に各担当収集場所に集合しました。 
場所 ⼊り運動場・第五⽼⼈福祉館・原⼭運動場 

 
 
   

 
 

 

 

 

次回、第⼆回運営委員会は 
 

 

 

               運営委員会終了後、 選考委員会 を開催します。 
 

 

⼀年間よろしくお願いいたします。 

９⽉２⽇（⾦） 19 時 00 分より三⼩図書室 


