平成２８年 ７月 X 日
並木小学校ＰＴＡ運営委員会
インターネット公開対応版（原版有）
平成２８年度第２回運営委員会報告
日時：平成２８年６月 XX 日（X）XX 時３０分〜XX 時４０分 場所：並木小学校ＰＴＡ室
審議事項
1. 並木夏祭りお手伝い参加内容について
（会長より）皆さんご存じの通り，並木夏祭りは準備に人手が足りなくなってきています。本日は並木夏祭り実行委員長の伊
藤直哉さんと書記の國岡正雄さんにお越し頂いています。状況を説明して頂こうと思います。
（伊藤直哉実行委員長より）並木夏祭り実行委員長を２０年弱やっています，伊藤と申します。よろしくお願いします。何か
ら説明するのが良いのか迷いますが，先ほど会長さんが言われたように人手が不足しています。主な原因としては公務員宿舎
の減少，
子ども会の減少です。
新しく移り住んでくる方も多いですが子ども会は作られず，男手が少なくなってしまいました。
今まである程度の大勢の人数で祭りを盛り上げてきました。自分の子ども達が浴衣をきたりお祭りを楽しむ姿を見たいね，と
いうことで何とか頑張ってきましたが，以前は子ども会が８ブロックあったのが現在，夏祭りに参加する子ども会が３ブロッ
クに減っています。また，子ども会に集結する子どもの人数も減っています。私は児童館経験が長く，現在は吾妻の児童館に
おりますが，吾妻にも松代にも東にも祭りがあります。そこでは学校関係者が祭りのお手伝いをして出店などもしています。
祭りには多くのお子さんが関わると思いますので，ぜひ皆さんのお力を借りられたらと思いますし，借りられない場合はあと
何年かで続けられなくなるかもしれません。並木地区でのお祭りが現状維持で続いていくためのご協力をぜひよろしくお願い
いたします。
（國岡正雄さんより）私の子ども達も並木小出身で，１０年ほど前にＰＴＡ会長を２回しました。その当時は公務員宿舎も沢
山あり，子ども会やどんぐりクラブなど親の協力を得ることもできていました。子ども達は浴衣を着たり，お化け屋敷を楽し
める唯一の機会ですが，祭りのお化け屋敷やステージは２日間くらいの準備がないと作れません。特に男手がないと作ること
ができません。並木夏祭りの歴史を絶やさないように，ぜひご協力をお願いいたします。ただ，義務的にやるというのではな
く，楽しむために手伝ってもらえたらと思います。具体的には３～４時間／日の作業です。子ども達のためにご協力をお願い
します。
（会長より）本部から準備したものはアンケートです。人を集めたいということが趣旨で，前半部分は状況を知るために，後
半部分はどう時間を割いてもらえるかについての内容です。児童館や子供会による人集めがなかなかできなくなっているた
め，学校から直接呼びかけるしかないと思います。お手伝いは，多い日で３０人／日必要で，それが４日間ほどです。祭り当
日午後はお化け屋敷のお化け役や売り子のお手伝いがあります。実際のターゲットはお父様方です。あまり義務的にやっても
仕方ありませんが，できるだけ来年につなげたいので状況を確認する意味でアンケートを実施したいと思います。アンケート
は緊急メールを用いて実施予定です。→アンケート実施は承認されました。
人手が足りなくなる点に関しては，具体的に特設のチームを作ったほうがよいと思いますが，今年はもう時間がありません。
選考委員会との絡みもありますので，特設チームについては体育委員会の件とともに次回以降に検討したいと思います。
2.

通信費，印刷費について（Ｈ２８年度運営委員会申し合わせ項目２および８の検討）
（会長より）前回「印刷費をどうしたらよいか」と広報委員会の方からご指摘いただいて考えてみました。それに関連して通
信費も考えなければということで本部としてある程度の見本を設定しました。ディスカッションの結果，本部では「通信費３
００円（返納可，上限１，０００円／年とする。印刷費は書記・会計についてのみ個人プリンターを使用した場合の印刷費（白
黒５円／枚，カラー１０円／枚，上限１，５００円／人）を運営本部に割り当てられた予算から年度末に支出する」という考
えに達しました。本部はこれで運営しようと思いますが，異論があればご指摘ください。ほかの委員会でも規定を設けて書い
て頂ければ，どういう基準でやられているのかがわかり，皆さんの参考になると思います。各委員会での運用を教えてもらえ
たらと思います。また，ボランティアグループさんにもこういった費用は使って頂けたらと思います。通信費や印刷費はしぶ
しぶ出ていくため，わだかまりの原因になる可能性もあります。ご意見あればお願いします。
（本部会計より）今まで明確な基準がなかったため，今回変更することでもしかするとその辺の支出をボランティアで対応し
て我慢してきた過去役員経験者から意見があるかもしれない。
（会長より）払っていることが問題なのか，払っていないことが問題なのか？出すのが基本だと思います。しかし出さないと
いう選択でも構わない。また，貰わないという選択肢もありますので，委員会ごとに決めてもらえたらと思います。本部内で
もそれぞれの役で意見が全く違いました。ある程度上限下限を決めて頂いて，要らなければ戻すという形でどうでしょうか？
他の小学校では出しているところが多いです。本部で決めた金額はそれを参考にしています。
（書記より）通信費，印刷費は各委員会，各ボランティアグループで基準を定めて，それぞれの予算内でやりくりということ
でよいか？
（会長より）そうです。通常，予算の３０％程度は間接経費となります。ＰＴＡ室にカラープリンターもないため，支出をし
てよいのではと思います。各委員会で定めて運用してください。期限は設けませんので年度内で決まらなければ次年度に持越
してください。

3.

表彰事業について
（会長より）先日県Ｐ連の会議に出席したのですが，功労者には表彰・感謝をしていました。並木小ＰＴＡでも頑張った方に
はきちんと報いたいと考えています。例えば子どもが６年生で卒業していく父兄の方で，ある程度仕事をした方には何かしら
の謝意を示したいと思います。頑張った人には報いる仕組みがないとつまらないので，どういった形で感謝を伝えたらよいか
議論できたらと思います。対象者，何を表彰するか，表彰するタイミングを決めなければなりません。具体的には選考委員会
の次期役員アンケートと一緒に対象者を選べたらと考えています。今までなかった仕組みですが，組織では一般的に行われて
います。毎年の会合があるような組織，例えば県Ｐ連などでは行われています。
（広報委員会より）広報誌で発表するのはどうか？
（本部会計）例えば長年ボランティアで頑張っている方などか？
（会長）そうです。ひたむきに頑張っている方を対象としたい。

（選考委員会より）９月の公開授業の時に次期役員アンケートの印刷を予定しております。
（会長より）功労者に関するアンケートについては，クエスタントによる協力を考えております。
選考委員会の次期役員アンケートと一緒に功労者アンケートを実施することでよいでしょうか？→承認されました。
報告事項
1. 第２回並木夏祭り実行委員会（６／X 開催）について
→審議事項１．と同内容。

2. ボランティアグループ活動報告（①放射線 ②日本語 ③読み聞かせ）
① 放射線対策（＊＊＊＊さん）
活動内容；測定器を使って校内の測定，教頭先生，校長先生と懇談，情報交換を年一回行っています。
今後について；震災後に結集しましたが卒業などで徐々に減り，今は４人で行っています。細く長く続けていきたいので
協力いただける方を募集しています。今後も地道に観測と先生との懇談，情報交換をしていきたいです。
② 日本語（＊＊＊＊さん）
活動内容；通常の集団授業では，日本語についていけない子ども達の学習の補助をしています。子どもの利用は現在６名
で，ボランティア登録は１３名ですが，それぞれの事情により定期的に活動しているのは７～８名です。英語ではなく全
て日本語で対応しており，教員免許も特に必要としません。言葉だけではなく学校の生活をフォローする面もあります。
今後について；本活動はしばらくは必要だと思いますので，ご興味のある方は一度見学していただいて，ご協力いただけ
るとうれしいです。
（追記；日本語ボランティアは，つくば市から謝礼がでる有償ボランティアです。
）
③ 読み聞かせ（＊＊＊＊さん）
活動内容；２６人ほど登録されています。主にお母様ですが今年は１人お父様が新たに入られました。朝自習時間や昼休
みに読み聞かせをしています。子どもに合わせて本を選びます。子ども達は真剣に聞いてくれるので，読む側も楽しんで
います。中には衣装を着てみたり趣向を凝らす方もいます。５／１９にＮＰＯ法人 絵本で子育てセンターの藤田一美
さんをお呼びして読み聞かせの仕方を教えて頂きました。
今後について；読み聞かせは子どもの情操教育に良いといわれますし，お母様方にも良いと思いますので皆さんご参加
ください。
（会長より）読み聞かせは学校の年間活動スケジュールにあるが，予定通りに活動されているのでしょうか？また他のグループの
活動スケジュールは？
（読み聞かせＶＧ）行事などにより中止になったりもしますが，ほぼスケジュール通り行っています。
（日本語ＶＧ）毎週この曜日のこの時間は誰，というのは決まっています。ただ事情によって急に変更となる場合もありますので
臨機応変に対応しています。毎日どこかの時間で誰かは入っています。
（９時間／週）
（放射線ＶＧ）年１回の観測と情報交換のみです。観測の時は教頭先生に性能のいい測定器を借りて頂いているので，日時を事前
に約束します。放射線に対する特別な知識は特に要しません。放射線の活動があまり知られていないので，今年は表に募集と裏に
値を載せてお便りを出す予定です。もし何かあった場合，個人ではなくボランティアグループとしての訴えの方が説得力がありま
す。とにかく存続していくことが重要だと考えていますのでご協力をお願いいたします。
（読み聞かせＶＧ）過去読み聞かせした本をインターネットに載せてもらっていますが，それを参考にされている方がいます。そ
の画面がうまく表示されず，もう少し見やすくしてもらいたい。→副会長よりインターネットボランティアグループへ連絡。
（副会長より）放射線はボランティアで測るものなのか？学校では測らないのか？
（＊＊＊＊教頭より）
学校ではなく，
市で定期的に測っていますが，
震災から年月が経つにつれて意識が薄れている感があります。
本校はボランティアでも行って頂いていますが，今後も注意してみていく必要があると思います。
（副会長より）参加してみたいと考えています。
（放射線ＶＧ）最初の募集お便りに連絡先を載せますので，そちらへご連絡ください。
（副会長より）次回はボランティアグループのインターネット，並木小手伝い隊に来て頂く予定です。
3. 運動会（５／XX 開催）について
（＊＊＊＊教務主任より）天気が心配でしたが，早朝より役員の方に来て頂いて場所取りの見回りと，予定外にグラウンドの水た
まり対応などをして頂きました。職員のみでは対応しきれないところを保護者の方にお手伝いをして頂けて大変助かりました。体
育委員会を作るという話がありますが，次年度以降もご協力下さい。保護者の場所とりもスムーズでした。開門時間まできちんと
並んで待って頂いていました。学校からは言いづらいところなので助かりました。おかげで子ども達も演技を頑張っていました。
ＰＴＡ競技も「人が集まるのか，盛り上がるのか」等どうなるかと思いましたが，保護者の方々も大勢参加くださり大盛況でした。
保護者の気持ちも一つになったように感じましたし，競技もスムーズで参加者も楽しめていたと思います。子ども達にも良い影響
があると思います。ご協力ありがとうございました。
（会長より）体育委員会ができたらよいと考えていますが，まずはアンケートを行って結果をみてみましょう。
4. 県ＰＴＡ連絡協議会総会（５／XX 開催）について
（会長より）笠間に行ってきました。資料はＰＴＡホームページの保護資料に載せてあります。学校のＰＴＡと同じような感じで
す。ＰＴＡ上部組織でありますが，任命された方で形成され，何となく運営されている感がありました。質疑応答も並木小ＰＴＡ
総会と似ている感じでした。

5. プール清掃（６／X 実施）について
（＊＊＊＊教頭より）ご協力ありがとうございました。水が抜けないなどのハプニングもありましたが，無事完了ました。高圧洗

浄機も３台お借りできまして，効率よく掃除ができました。現在水を溜めてプール学習も始まっています。子ども達も楽しみにし
ていますので，水温や気温を確認しつつプール授業を行っていきます。ご協力ありがとうございました。

6. 地域防災会議（６／XX 開催）について
（＊＊＊＊教頭より）引き渡し訓練と同日に実施しました。学校，ＰＴＡ会長，桜並木学園としまして並木中学校教頭および地区
の区長さんが参加下さいました。昨年度市により防災倉庫が設置されましたが，地域の方にどういう風に運用をしていくか昨年度
の２月に防災会議を行いました。その際，区長さんより避難の様子が分からないと地区でも対応しにくいということで今年の訓練
を見ていただきました。各区長は半年～１年で交代となりますので，昨年の区長さんとは変わっています。そのため改めて防災倉
庫の中も確認して頂きました。その後，手伝い隊の皆さんと水タンクを途中まで組み立ててみました。つくば市には給水車が２台
しかなく，水タンクの設置が済んでいないと後回しとされてしまうそうです。そのため「まずは水タンク」ということで組み立て
手順を確認いたしました。
他にはクラッカーなど食料がありますが，
子ども優先のため，
数的には子どもの分しかないと思います。
ただ，今後，順次市で予算建てして増やしてもらえるのではないかと思います。手伝い隊からは，防災用具を普段から使ってみた
ほうがいいので，キャンプ形式で電気などが無い等の状況で一晩泊まるという体験ができたらよいのではないかと意見がありま
した。他に大き目のランタン，発電機などもあるので，いざというときに使えるようにしたいと考えています。物置小屋にはＨ２
１年度ＰＴＡ予算で購入した発電機がありました。活用がなされていませんが，時々は動かしていざという時に使えるようにして
いきたいと思います。災害に備えて購入して頂いたものかと思いますが，引き継ぎがうまくいっていない感じがありますが，今後
はうまく引き継いでいくようにしたいです。
また，
区長さん方が毎年変わりますので，
引き渡し訓練時などに定期的に来て頂いて，
学校の様子や防災倉庫を見ていただくことが必要だと思います。来年度あたりには桜並木学園として，もう少し広範囲で地域防災
会議を開催できたらと思います。学校としては災害発生時は子供達がいる間は全職員が子ども達のケアに当たります。職員数に余
裕がないので，地域の方が学校に避難してきた場合には，区長さんを中心に運営をして頂くことを確認しました。夜間や休日に災
害が起きた場合に対応できるように，２つの地区の区長さんに防災倉庫の鍵をお渡ししていますので，職員が駆けつける間にも対
応して頂くことになっています。実際に災害が起こってみないと分からない部分もありますが，地域，学校そしてＰＴＡで考えて
いきたいと思います。
（会長より）この会議はとても有用だと思います。区長さんだけではなくて興味があれば参加できるように，もっとオープンにし
たら更に良いと思います。
7.

各委員会より活動報告(別表)

8. その他
（＊＊＊＊教務主任より）茨Ｐ連より「愛の記録」の原稿募集がきていますのでお知らせいたします。
（募集期間；７／１～９／
５まで）
＊＊＊＊教頭より
運動会やプール清掃が保護者の方々のご協力でスムーズに行われたことを感謝いたします。並木小のＰＴＡの方々には本当に
色々なことにご協力頂いていると思います。ボランティアグループ等にも，とても協力的に活動して頂いています。本当にありが
たく思っています。学校もできるだけ保護者の方々に学校公開し，できるだけ学校に来ていただいて普段の様子を知って頂きたい
と思っています。昨年度より学校公開日を増やしていますので，是非来ていただいて気づきなどがあれば遠慮なく言ってくださ
い。
夏休みに桜並木学園の学校保健安全委員会があります。昨年から行っており，今年度は並木小が会場となります。開催日は８／X
（X）XX：３０からです。ＰＴＡの方，学校が保健委員会の役員となりますのでご協力をお願いいたします。ＰＴＡの方にどの程
度お願いするかは検討中ですが，詳細について後日保健主事からお便りを出しますので，可能な範囲でご協力をお願いいたしま
す。今まではそれぞれの学校でやっていましたが，桜並木学園地区で子ども達を育てていきましょうということで，学校保健安全
委員会や地域防災なども学園で取り組んでいきたいと思います。よろしくお願い致します。
第３回運営委員会開催予定
７月 XX 日（X）XX 時 XX 分からＰＴＡ室 各委員会からの報告締め切り ７月 X 日（X）
（議事録：運営本部書記 ＊＊＊＊／＊＊＊＊）
（別表）委員会および本部主要活動報告と活動予定
委員会
活動報告
第１学年委 6/X,X ,XX 給食試食会の打ち合わせと準備
員会
6/XX
給食試食会
第２学年委 6/X
２学年親睦会（ドッジボール）
員会
第３学年委 5/XX
第１回親睦会打ち合わせ
員会
5/XX
第１回親睦会（6/XX）案内状印刷，配布，打ち合わせ
第１回親睦会（6/XX）出欠票回収
6/X
第４学年委 5/XX
星空観測会の講師依頼（日程調整中）
員会

活動予定
特になし
特になし
6/XX
6/XX

第１回親睦会（6/XX）打ち合わせ
第１回親睦会開催

未定
未定

学年主任へ観測会候補日報告
打ち合わせ

第５学年委 5/XX
員会
5/XX
6/X
第６学年委
員会
広報委員会
5/XX
5/XX
5/XX

文化委員会

6/X
6/XX～
6/XX
6/XX

校外生活委 5/XX
員会
5/XX

親子親睦会 講師と打ち合わせ
運動会障害走の手伝い
親子親睦会 案内・資料の印刷
特になし

7/X

親子親睦会

7/上

陸上記録会に関する打ち合わせ

学校回覧（先生紹介，スタイル科ページ）戻り，赤
入れ箇所の訂正
運動会写真撮影
掲載予定の写真（スタイル科，運動会ページ）本部
へ提出
入稿（運動会以外の記事）
入稿（運動会記事）
初校学校回覧
第２回講座の打ち合わせ
第２回講座配布資料印刷

6/XX～ 再校学校回覧
6/XX
「なみき vol.89」発行

6/XX

7/
9/X

役員選出アンケート案作成
第２回選考委員会 役員選出アンケート
印刷，配布

6/XX
6/XX
7/X
7/X
7/X
7/XX
7/XX

第１回つくば市ＰＴＡ連絡協議会定期連絡

選考委員会

6/X

三校連絡協議会における要望書案提出（並木中学校）
「見守り腕章およびパトロールプレート配布のお願
い」印刷
「腕章」
「パトロールプレート」配布準備
「見守り腕章およびパトロールプレート配布のお願
い」配布
「腕章」
「パトロールプレート」配布
校外生活委員会便り No.1 文章検討・作成
第１回選考委員会

本部

5/XX
5/XX
6/X
6/X
6/XX

運動会
県ＰＴＡ連絡協議会総会
第 2 回並木夏祭り実行委員会
第 1 回ＰＴＡ運営委員会報告配布
第２回運営委員会

5/XX
5/XX

【日本語ボランティア】

6/XX

第２回講座「児童期から思春期へ～第２の
誕生の迎え方」

校外生活委員会便り No.1 印刷
「プレートマップ」の防犯プレート３種の
設置場所確認・分担，防犯プレート補修・
6/XX
設置（7/XX までに設置）
7/未定 校外生活委員会便り No.1 配布
PTA 校外生活委員会三校連絡協議会

市Ｐ連女性ネットワーク委員会
市Ｐ連 東部ブロック会議
第３回並木夏祭り実行委員会
第２回運営委員会報告配布
第３回運営委員会開催予定
並木夏祭り

