2020年3月13日
編集発行 大道小 PTA
事 務 窓 口委員会
あ お ぞ ら 委員会

2019年度 第2回 PTA 定期総会報告
(2020年2月27日(木)PM3時30分～ 於視聴覚室)
1.資格審査
全会員数

507 名

出席者

42 名

委任状

442 名

合 計

484 名

規約第7章第14条により､全会員数の4分の1以上をもちまして､この会は成立いたしました｡
1.開会の言葉
これより､2019年度第2回 PTA 定期総会を開催いたします｡
1.学校長挨拶
本日はお忙しい中､PTA 総会にお集まりいただきありがとうございます｡
今年度も残りわずかとなりました｡学校では最後の授業参観懇談会が終わり､3月に入ると､学年のまとめに向
けて､一層気ぜわしい季節になります｡
先日の懇談会では来年度の委員決めへのご協力ありがとうございました｡
本校の PTA 活動は､本当に多くの方が関わってくださり､きめ細かな仕事分担のもと活動を続けていただいており
ます｡多くの方に支えていただいている学校だということを､日々感じております｡学校評価として保護者の方のアンケ
ートとして PTA 委員を引き受けていただいている皆様にお願いしました｡多くの方に回答していただきありがとうござ
います｡結果は3月号の学校だよりに載せさせていただきます｡保護者の皆様が学校と子どもたちを温かく見守ってく
ださっていることが伝わり､1枚1枚嬉しく拝見いたしました｡今後もお気づきのことがありましたら､ご示唆いただければ
幸いです｡
先日の総会準備会議では､これからの PTA 活動に向けて建設的な話し合いがなされました｡本日の総会でも
そのことを受けての提案があります｡今の時代､今の大道小学校に合わせた活動が続けられることが一番だと思って
います｡
昨日､4年生の学習のために､65年前開校当時に本校に勤務されていた先生が来校しお話をしてくださいまし
た｡その当時は､保護者の方､地域の方が学校のために多く手助けをしてくださり､できあがった校舎の掃除や､校庭
の植樹など､さまざまなことに携わってくださったそうです｡新しくできた地域の学校を盛り立てようと､PTA も大変活発
に活動されていたようです｡校長室には開校時から平成8年までの PTA 会長さんの写真が飾られています。その後､
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大道小は会長制から委員会制に移行し､現在に至っています｡時代に合わせて､形は変われど､学校と子どもたち
を大切に思い､協力してくださる姿勢は開校当初から変わらないこの地域の温かさなのだと､当時のお話を伺いな
がら感じました｡来年度に向けても､無理なく楽しく活動をすすめていただければと思いますので､よろしくお願いいた
します｡
子どもたちの健やかな成長のために学校と家庭と地域が手を結ぶ一助としての PTA､ゆるやかになごやかに
すすめていける PTA 活動を願っております｡本日もよろしくお願いいたします｡
校長
１．議長団選出
教職員から1名､保護者から1名が選出されました｡
１．議事
(1)第2回総会準備会議報告 (資料 No.1)
学級学年委員会､校外指導委員会､あおぞら委員会､事務窓口委員会より
資料の通り報告がありました｡
(2)2019年度仮決算報告並びに活動報告
①仮決算報告 (資料 No.2)
事務窓口委員会 会計係より資料の通り報告がありました｡
②学級学年委員会 (資料 No.2~4)
資料の通り報告がありました｡
③成人保健体育委員会 (資料 No.2~4)
資料の通り報告がありました｡
④校外指導委員会 (資料 No.2･3)
資料の通り報告がありました｡
⑤あおぞら委員会 (資料 No.2･3)
資料の通り報告がありました｡
⑥事務窓口委員会 (資料 No.2･3)
資料の通り報告がありました｡
⑦青少年指導員 (資料 No.5)
資料の通り報告がありました｡
⑧65周年記念事業実行委員会 (資料 No.5)
資料の通り報告がありました｡
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門河 玲子

(3) (2) に関しての質疑応答並びに承認
質疑応答はなく､挙手多数により､2019年度仮決算報告並びに活動報告は承認されました｡
(4)2020年度への議案と質疑応答並びに承認
･事務窓口委員会 (資料 No.6)
<議案1>PTA 会費集金時期変更について
説明がありました｡
<議案2>連絡会議削減について
説明がありました｡
質疑応答はなく､挙手多数により､2020年度への各委員会の議案は承認されました｡
(5)その他
・事務窓口委員会より､次の連絡がありました｡

<連絡事項①>PTA 室の予約方法について
PTA 室をご利用になりたい保護者の方は予約が必要となります｡クラスの PTA 委員または事務窓口委
員会のメールアドレスへご連絡ください
【事務窓口委員会:daido.jimumado@gmail.com】
<連絡事項②>2020年度委員選出結果報告
2020年度 PTA 委員の選出を行い､新2~6年生の全委員111名が決定いたしました｡新1年生に
ついては4月に選出を行います｡
<連絡事項③> 委員希望調査票の〆切厳守願い
PTA 会員のみなさまには新年度委員選出にご協力くださり､ありがとうございました｡
PTA 委員選出作業は､時間と人手がかかります｡未提出･再提出の方が多数いらした場合､それだ
け確認作業が長引くことになります｡
スムーズに委員選出をおこなうためにも､また選出作業に携わる PTA 委員の負担を減らすためにも、
締め切りをきちんと守ってご提出くださいますようお願いいたします｡
<連絡事項④>ポケットガイド修正分の配布について
2019年度第2回総会において､現状年5回開催されている連絡会議を来年度より年3回へと削減
することが承認されました｡それに伴い､ポケットガイドの該当部分を改訂し､来年度4月に一部改訂の
お知らせを配布いたします｡
<連絡事項⑤>2020年度の PTA 活動日程について
4月20日(月) 13:30～15:30 2020年度 PTA 委員全体会（体育館）
5月12日(火) 10:00～11:00 第1回 PTA 総会準備会議（PTA 室）
5月28日(木) 15:30～ 第1回 PTA 総会（視聴覚室）
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1. 議長団解任
以上ですべての議事が終了いたしましたので､議長を解任させていただきます｡
ありがとうございました｡
1. 閉会の言葉
これで、2019年度第2回 PTA 定期総会を終了いたします。
以上

〈2019年度学級学年委員会教育事業活動報告〉
下記の通り教育事業活動を実施しましたのでご報告いたします。
・日

時

2019年9月5日（木） 15：00～16：00

・場

所

図書室

・参加人数

57名

・内

外部講師を招いての SNS 講座

容

講演後は先生と保護者のフリートーク「しゃべくり Café」
・収支報告

活動費 20,000円－支出（お花代・お茶代）19,256円＝残金 744円

【学級学年委員会教育事業に関するご意見募集】
幅広く「教育」をテーマに、PTA 会員の保護者と先生方が意見交換をできる場として、「しゃべくり Cafe」を開催
してきました。本年度で３回目を迎えたことを機に、教育事業の内容などに関して見直しを行いたく、ご意見を募
集します。
改善や検討が必要と思われる点については、代替案を書いていただけますとありがたいです。
先生方からのご意見・ご感想もお待ちしております。よろしくお願いいたします。

ご意見メール送信先：学級学年委員会 daido.gakkyu@gmail.com
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第5回連絡会議は新型コロナウイルス感染対策により中止となりました。
そのため、あおぞら336号も休止となり、各委員会の活動報告および予定のみ掲載します。

❖❖❖ 各委員会からの報告 ❖❖❖
学級学年委員会
◆

連絡事項
・

臨時休校に伴い、3 月に予定していた学級学年委員の活動はすべて中止といたしました。

・

新学期が始まりしだい、すぐに『PTA 会員情報確認書』をお配りします。
みなさまにご提出いただく書類です。期日までの提出にご協力をお願いいたします。

・

本年度もベルマーク活動にご協力いただきありがとうございました。来年度もお手伝い係を募集いたします
ので、たくさんのご参加をお待ちしております。

成人保健体育委員会
◆

◆

1 月 16 日(木)に第 5 回定例会を行いました。
・

1 月 14 日(火)に行われた連絡会議の内容報告

・

仮決算報告に向けて、成人保健体育委員会内で使用した経費の確認

・

12 月 24 日(火)に実施したリベンジドッジ(三校親睦スポーツ大会の代替大会)の報告

連絡事項＜三校親睦スポーツ大会担当より＞
・

来年度の三校親睦スポーツ大会担当向けに引き継ぎマニュアルを作成中

校外指導委員会
◆

1 月 30 日(木)に定例会を行いました。
・

新旧委員の係引継ぎ準備

・

1 年間の活動の振り返り、改善点について話し合いました。

◆

2 月 7 日(金)に 4 月 7 日(火)・8 日(水)の旗振り登校指導の募集の手紙を作成・配布しました。

◆

2 月 26 日(水)に 4 月 7 日(火)・8 日(水)の旗振り登校指導の担当表を作成・配布しました。
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【旗振り登校指導についての意見募集】
ご意見メール送信先:校外指導委員会 daido.kougai@gmail.com
◆

3 月の活動は臨時休校に伴い中止となりました。
・

3 月 3 日（火)東部地区交通安全対策協議会会議

・

3 月 5 日（木)第 8 回三者連携全体会議

・

3 月 12 日(木)定例会・新旧校外指導委員活動内容引継ぎ

あおぞら委員会
◆

◆

1 月 23 日(木)に第５回定例会にて以下の通り作業および話し合いを行いました。
・

第４回連絡会議の報告

・

あおぞら 335 号発行作業

・

代表候補者不足対策案について

・

自宅での印刷作業代について

・

各委員会からの活動報告(変更箇所のみ)と予定に関する掲載範囲について

・

PTA 業務削減に伴う、あおぞら発行数削減の提案について

・

従来の原稿入稿先である Gmail から Kintone へ変更する提案について

お知らせとお願い
① 2020 年度よりあおぞら原稿入稿先が Gmail から Kintone 代表委員会スペース内「あおぞら原稿受
付」スレッドへ変更となります。
原稿は word 添付形式にしてください。レイアウトの必要はありません。
従来通り作成者は連絡先(急を要する確認がある場合に備えて電話番号)の記載をお願いします。
② 最終頁については、発行月＋次発行月前までの予定のみを掲載することとなります。
活動報告については各委員会において、変更箇所の掲載が必要であると判断されたものについては文
章内に記載いただくようお願いします。
③ あおぞら 337 号原稿入稿のお願い
・

原稿締切日：4 月 20 日(月)（2020 年度 PTA 委員全体会）

・

発行予定日：5 月 8 日(金)

6/8

事務窓口委員会
◆

会計より
・

4 月中旬 2019 年度の会計監査を行います。
10:00～ あおぞら委員会
10:15～ 校外指導委員会
10:30～ 成人保健体育委員会
10:45～ 学級学年委員会
11:00～ 事務窓口委員会

※4月7日(火)10:00までに、最終決算会計報告書のデータを Kintone 各委員会会計係の決算監査スレッド
に送ってください。
※日程は新６年生懇談会の同日、午前中の予定です。決まり次第お知らせいたします。
・

次年度の各委員会活動費について今一度見直しを行っていただき、次年度の委員への引き継ぎ準備
をお願いいたします。

◆

１～２月の活動報告
・

1 月 21 日(火)青少協新年昼食会 欠席

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

【編集後記】
2019年度も PTA 広報誌あおぞらをご覧いただきありがとうございました。
これまでの発行にあたりましては、校長先生はじめ諸先生方、各委員会の皆様の多大なるご理解とご協力を
いただきましたことを深く感謝申し上げます。
2020年度より連絡会議の削減に伴い、あおぞらも年4回の発行となります。発行数は減りますが、今後もよ
り幅広い PTA 活動をお伝えできるよう、あおぞら委員会も努力してまいります。
皆様におかれましても、誰もが無理なくできる範囲でのより良い PTA 活動にご協力ください。

あおぞら委員会一同
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各委員会3月～５月の活動予定(３月5日現在)

各委員会共通（会議など）
4/20(月)

2020年度委員全体会

5/12(火)

第1回 PTA 総会準備会議

3/16(月)

新入生セット準備作業

5/28(木)

第1回 PTA 定期総会

3/17(火)

青少協理事会

3/19(木)

卒業式出席

3/26(木)

図書ボランティア活動試行

3月中

委員全体会資料印刷・配布

4/6(月)

入学式出席

4/20(月)

第1回定例会

4月中旬

会計監査

4月中

備品チェック

5/7(木)

第2回定例会

事務窓口委員会

学級学年委員会
3/16(月)

新入生セット準備作業

4/6(月)

入学式出席

4月上旬

PTA 会員情報の確認作業

4月上旬

ベルマークお手伝い係募集

5月上旬

ベルマーク・テトラ回収

5月上旬

第1回定例会

5月下旬

ベル通信第1号発行
校外指導委員会
4/6(月)
4/7(火)･

あおぞら委員会

春の交通安全街頭キャンペーン
参加
旗振り登校指導

あ お ぞ ら 号 外(総 会 号 ＋336

８(水)

号休止のため活動報告と予定

4/7(火)･

のみ)発行

８(水)･

4/20(月)

あおぞら337号原稿〆切

9(木)

4/20(月)

先生紹介号作成開始

4/20(月)

定例会

5/8(金)

第 1 回 定 例 会+337号 発 行

4月
4月

東部地区交通安全対策協議会
総会
第1回三者連携全体会議

5月

第2回三者連携全体会議

3/13(金)

（印刷勉強会）

新1年生下校見守り

成人保健体育委員会
3･4･5月

未定
(2020年度委員にて決定)
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