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平成２８年９月XX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４回運営委員会報告 

日時：平成２８年９月X日（X）XX時３０分〜XX時１０分 場所：並木小学校ＰＴＡ室 
審議事項 
1. 交際費について（市Ｐ連参加費等） 

（会長）ＰＴＡ関連の集まりがあると５，０００円／回の懇親会費を求められたりします。今までは出さずに乗り切ってき
ました。個人で出すこともありなのですが，ＰＴＡ絡みの会なので，ＰＴＡで出せたらとも考えています。交際費について
は申し合わせに書かせて頂きましたが，上限額など詳細の設定ができておらず，考え方が固まっていないのでＰＴＡ会費か
ら出すまでには至っていません。本部で話したところ，一人あたりの上限を決めた方が良いのではないか，報告書を書いて
もらう，という意見が出ました。また，５，０００円もの会費を払って報告書も出ない会に出席する必要があるのかとも思
います。ご意見がありましたらお願いします。 
（校外生活委員）懇親会の目的は何でしょうか。 
（会長）慣例化している部分があり，ＰＴＡ活動のような非営利活動においての懇親会の目的がよく分かりません。親睦そ
のものが目的だったりします。但し会長が出なければならない会議は年２～３回あり，小学校の先生も動員される場合もあ
ります。現状は個人で払っています。参加のための交通費にも話が及ぶ可能性もあり，明確な考え方がなく難しいです。 
（校外生活委員）明確な目的がはっきりしない状態では，この交際費を払うべきかどうかの話し合い自体が難しいと思いま
す。地域で親睦を深めることは必要だと思いますが，懇親が遊びに偏るならば出すのは考えてしまいます。 
（会長）先日の三校連絡会は懇親会だけではなく，事前に会議も設定して頂きました。但し会議だけではなく懇親会もやり
たいということでした。本件は会長特有の問題かもしれませんが，今後会長になる可能性がある皆さんにも関わってくるこ
とです。本部で素案を策定して次回ご提案したいと思います。 
（＊＊＊＊教頭）他の学校だとＰＴＡから支出しているところが多いようです。会長は単年度で変わるところもありますし，
つくば市は学校数が多いためまとまりにくく，まず最初に顔合わせをして親睦を深めて協力していきましょうという体制が
あります。会長となると仕事を休んで頂いたりしますし，飲食費の個人持ち出しも負担が大きく，今後会長のなり手がなく
なってしまうのかなと思いますので，緩和できるようなサポートがあればと思います。 
→出た意見を踏まえて，次回以降に本部より案を提示することになりました。 
 
 

2. 来年度ＰＴＡ役員，委員の選考について 
① 校外生活委員の「地区別募集」について 

（校外生活委員）集まって話し合った結果，募集は「学年別」の方が良いという結論に達しました。その理由は立候補
しやすい体制だと思うからです。現在は学年別募集で１人／学年ほど出ています。いつ委員を引き受けるかを自ら計画
し，やりたい年に手を挙げやすいです。地区別募集だと他の委員を希望していても，地区の人数から校外生活委員を引
き受けなくてはいけない状況になるかもしれませんし，地区によってはどう決まるのかが不透明で手を挙げにくくなる
状況が予想されます。並木小学校校区は他の小学校校区に比べ狭いため，自分が住んでいる地域だけではなく全体を見
わたしやすい大きさです。校区全体に愛着を持つことができ，地域に密着した活動を行いやすいと思います。そのよう
な環境の中で，やりたい人が立候補して選抜されるため，積極的に危ない場所を見つけることができると思います。人
数については６～８人が適当と考えます。桜並木学園で要望書をとりまとめる会議の幹事校が３年に一度回ってきます
ので，幹事校の時は少し増やして８人とするのが良いと思います。前回の運営委員会で本部からの「１５人に増員すれ
ば夏祭りなどのイベント時に腕章をつけて出動しやすい委員ができる」という提案については，来年度以降は見回り腕
章の協力依頼の手紙に夏祭りなどのイベント時に腕章をつけて参加頂く旨の文章を追加し協力をお願いしたいと考え
ています。今年度の見回り腕章は３１人に協力を頂いています。 
（会長）委員会メンバーは毎年入れ替わりますが，これについてのコメントはありますか。 
（校外生活委員）もう少し入念な引き継ぎが必要だと思います。委員長同士は入念に引き継ぎを行いますが，他の委員
は自分の役割のみの引き継ぎで済んでいます。特に三校連絡会の幹事が回ってくる年は，幹事校を経験していない委員
長同士が引き継ぎとなっています。また活動内容にもっと興味を持ってもらえるような校外生活だよりを出せたらよい
と思います。 
（会長）例えば２年間連続で校外生活委員をやることは考えられますか。 
（校外生活委員）「１年ならば」と考えて手を挙げている方も多いと思います。今までの委員の中には２年連続，また
は時期を開けて２回行っている人もいると思いますが，その際も立候補してじゃんけんやくじ引きで委員を決めた結果
だと思います。他に立候補者がいる中で２年連続または再度行いたいからじゃんけん，くじ引きなしで決定というのは
新たに立候補をして下さった人にとって受け入れにくいかと思います。 
（会長）委員の選考にじゃんけんやくじ引きを排除することはできるでしょうか。 
（校外生活委員）来年度委員を決める時に，「来年も自分がやりたいから宜しく」と言われたら現委員としては戸惑う
と思います。他にやりたいという方が沢山いる場合，「委員会活動を豊かにするために同じ人にもう一年やってもらお
う」とは，気持ちとして言い出しにくいです。 
（副会長）じゃんけんやくじ引きは定員があるからですが，定員を無くしたらどうでしょうか。例えば，多くの希望者
が立候補したらその年は立候補者全員にお任せするのはどうでしょうか。 
（校外生活委員）それは反対に本部の方に聞きたいですが，１学年に８０人しかいない中で，必要なＰＴＡ委員会活動
が淘汰されて現在の活動があります。立候補者が多い年と少ない年で，少ない年はなり手がいなくなる委員会が出てく
る可能性があるのではないかと危惧しますが，どうお考えですか。 
（会長）他の委員会も含め全体の定員は今の１．５倍から２倍としても良いかと思っています。全く委員をやらずに過
ごす人が２５％いますが，反対に２回３回やる人もいます。また卒対委員はポイント外となっています。厳密にポイン
トをカウントする必要があるのか疑問です。 
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（校外生活委員）２５％の人が個人の事情でやれないのかやらないのかは分かりませんが，それは仕方のないことです。
複数回引き受ける人もいて全ての活動が回っているのが現状です。 
（会長）引き継ぎ負担が大きいので，定員を増やして，２年連続の前年度を経験して活動内容を知っている人を入れる
ことにより仕事が楽になると思います。例えば文化委員は昨年決めたことを今年度の委員が実行するため大変だと思い
ます。そこをフォローできる体制ができたらと考えています。 
（校外）校外生活委員会の前委員長さんは連絡先を教えてくれていますので，分からないことがある場合は聞くことが
できる体制があります。 
 

     (会長)地区により保護者席に偏りのある運動会の座席決めなどを校外さんで取りまとめることはできますか。 
    （校外生活委員）地区ごとの在籍数は把握しておりません。小学校から情報を頂けるのであれば検討はできるかもしれ 
    ませんが，小学校にお任せでいかがでしょうか。 
       （＊＊＊＊教頭）学校側としては一応考慮して保護者席を配置していますが，実際には上手く機能していない場合もあ 

ります。 
    （会長）皆様で少し考えて頂けたらと思います。  
 

→「地区別募集」は行わないという結論になりました。 
 

② 文化委員会と学年委員会のコラボレーション 
（会長）これまでに文化委員長さんと話をして，家庭教育学級は文化委員で何とかなるが，親子視聴覚については本部
の協力が必要という話をしています。 
（２学年委員）文化委員会次第であり，フォローが必要という声が無いならば関わらない方がよいという話になりまし
た。どこまで手伝えるのかが分かりません。必要であれば動ける範囲で手伝います。 
（３学年委員）どんな仕事があるのかが分からないので，どう手伝えるのかが分かりませんが，手伝えることがあれば
お手伝いしたいという意見がでました。一方で連携は不要だという意見もありました。仕事内容が似ている部分があり
ますが人数が多くなってしまうため，分担が余計に大変なのではないでしょうか。 
（５学年委員）親子視聴覚の負担が大きいと思うので，イベントＡチームとコラボしたらよいのではないかという意見
が出ました。その上で学年委員が手伝います。スリム化に着目した意見がでましたが，親子視聴覚は素晴らしい企画な
ので一回当たりの予算を増やして高いレベルの団体を呼べたらと思いました。 
（６学年委員）学年委員の中で文化委員の手伝い担当を決めたら良いのではないかという意見がありました。ただ，仕
事の仕分けや役割を決めておかないと混乱すると思います。 
 
（※別途１学年委員より連絡頂きました。）第一学年は十分な活動内容となっています。コラボは双方にとって負担軽
減などのメリットとなることが大前提です。文化委員からサポート希望内容を具体的に示してもらいたいです。親子視
聴覚の際の椅子並べなど，マンパワーが必要であれば喜んでお手伝いします。各委員会に活動の大変さ，内容の強弱が
あるかもしれませんが，だからこそ働いているお母さんも参加しやすい背景があり，子ども一人につき一役というルー
ルが成り立っていると思います。以上のことより，コラボには賛同しかねるという結論です。 

 
（文化委員）家庭教育学級にはそこまでの負担はないと考えています。文化委員の引き継ぎは前年度２月下旬に始まり，
３月中旬に家庭教育学級と親子視聴覚などの全ての企画が決まります。今年度の交流センターの指導員の方に再度確認
したところ，講座回数は任意で決められることが分かりました。少し講座数を減らし，開級式の時期も遅らせれば企画
の時間が取れますので，文化委員の中でやっていけると思います。親子視聴覚は予算もかかる大きな行事のため，企画
の時間をもっと取れたらと感じました。ＰＴＡ本部と文化の共催行事のため，本部からの協力の申し出をもらっていま
す。 
（会長）今年は本部と一緒にやってみて来年度の形を探って行くということですね。引き継ぎも支障ないでしょうか。 
（文化委員）仕事の負担を考えると，年度が始まってからの方が良いかと思いますが，行事の実施が後手になります。 
（会長）外部団体と絡んだ行事のため，担当者が変わってしまうというのがあまりよろしくないと思います。 
（＊＊＊＊教頭）市でも劇団四季や邦楽の団体に触れる機会を提供しています。親子視聴覚は毎年ではなくても良いの
かなと思います。１８万円程度で行ってくれる劇団は少なく，劇団の相場は３０～４０万円です。お金がかかると保護
者にも負担になってしまうので，隔年開催でもいいですし，学校に団体の紹介があるので，そこから選ぶことも可能で
す。 
（２学年委員）コラボはなくなったということでよいですか。 
（会長）「適宜」ということで必要な場合は手伝いをお願いします。 
（２学年委員）親子視聴覚が隔年となった場合，他の企画を行うのでしょうか。 
（会長）やらなかった年の費用は積み立てておくことになります。但し，隔年開催となった場合，経験値の不足がデメ
リットとして挙げられます。 
（文化委員）文化委員会内でも隔年開催の意見が出ています。警察の音楽隊などは無料ですし，予算を抑えられる団体
を呼ぶことも案としてあります。 
→文化と学年のコラボは，必要な場合に適宜協力をするということになりました。 

 
③ 役員ポイント制の変更（子ども一人につき一役 → 保護者一人につき一役）の記載 

（会長より）目的は，お父さんを引っ張り出したいということです。共働き家庭が増えていますし，お父さん方も色々
な能力の高い方が多くいるので，前に出てきて下さいと呼びかけをしたいということです。本件は規約には明記されて
いませんので，変えるとなると規約に書かなければなりません。まずは選考アンケートに一文入れて頂くということを
本部提案します。 
（副会長）本日の資料として配布している選考アンケート（案）にＰＴＡ活動は「平成２９年度以降，保護者一人につ
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き一役以上を目安とする」という記載をして頂いています。 
（会長）拘束力はないですが，これを見て頂いてお父さんが少しでも出てきて頂ければと思います。なぜならば今後本
部を支える男性陣が出てこないことが懸念されます。そのため，委員会やボランティアグループに少しでも父親が入っ
てくるという機会を増やしていきたいのです。 
（書記）「お父さんの参加を」と直接書いたらどうでしょうか？ 
（校外生活委員）それは家庭の状況によると思います。家庭によってはお父さんが積極的に参加しています。その場合
はお母さんに呼びかけすべきです。選考アンケートなどの文書手紙よりも直接の呼びかけの方が本部の提案する内容を
理解して聞いてくれると思います。入学式などの集まる時などが好機です。文書だと読まない場合があります。 
（会長）明日の奉仕作業時にも直接呼びかける予定です。 
（校外生活委員）ここにいる私達はこの一文を「単なる目安であり，強制力や拘束力を持つものではない」という本部
の考えを知っていますが，数年後私たちがいなくなった後，この文章が一人歩きしてどう利用されていくかが心配です。
お父さんがＰＴＡに積極的に参加して頂くための文であることの説明が入念にあってから本領を発揮する一文である
と思います。今「保護者一人につき一役」を記載するのは時期尚早です。今までのやり方が口頭で伝わっているため，
この文章のみでは単なる目安の意味が伝わらないと思うからです。状況は一文ではなくて，口頭で伝わっていくのが現
状です。規約にも書くようなことではなく現状の「子ども一人につき一役やらなければならない」を前提に，「保護者
一人一役」を解釈します。また，お父さんの積極的参加を促すのに規約やアンケートに書く必要があるのでしょうか。
文章で書く，書かないではなくて現実路線でお父さんの積極的参加をどう促していくかだと思います。 
（会長）子どもの数が変わっている，共働き家庭が増えているなど，環境が変わっている中，子ども一人一役をずっと
守り続けることは個人的にはおかしいと思います。例えばお子さんが複数人いる家庭は大変だと思います。実際お子さ
んの数だけ引き受けて頂いている方のことは素晴らしいと思います。しかしＰＴＡの原則だと，そこは義務ではないの
に，子ども一人一役やらねばと信じてしまいます。後に形で残っていくものは文章なのですが，結論が出ないので，今
回の選考アンケート記載については選考委員会にお任せし，本部は本部で情報発信していくということにします。 
→アンケートへの記載については選考委員会に一任，本部は別途情報発信することになりました。 

 
④ 「イベントＡチーム」立ち上げおよび募集内容 

（副会長）運動会のＰＴＡ競技は現在本部が対応していますが，他の学校では体育委員会という組織があったりします。
運動会のようなイベントを下支えするグループがあってもよいのではないかと考えました。ぜひお父様方にアナウンス
していこうと思っています。既にフェイスブックのページを立ち上げていますので，「並木小イベントグループ」と検
索して頂き，グループに登録して頂ければすぐ参加いただけます。そこに情報集約して，イベント企画をして行こうと
思っています。運動会のＰＴＡ種目を更に盛り上げたり，防災キャンプの実施など，熱くなれるような横のつながりを
持てたらと考えていますので，よろしくお願いします。 
→立ち上げおよび募集について承認されました。 

 
3. 親子視聴覚積み立て口座の設立について 

（会長）もし親子視聴覚を２～３年おきの開催とする場合，印刷機積み立てのように別口座で予算を管理していく方が良い
です。口座は会長名でないと作れないと思われます。会長と本部会計とで銀行に行って確認をします。ほとんどお金の動き
はない見込みです。使う時にそこから出すことになります。 
（文化委員）文化委員の会計がお金の出し入れができるのでしょうか。 
（会長）原則は会長が出し入れします。しかし文化委員の会計でも可能だと思います。親子視聴覚積み立ての費目を総会資
料予算に記載することを本日は承認頂きたいです。 
→承認されました。 

 
報告事項 
1. 並木夏祭り（７／XX開催）について 
（会長）伊藤直哉実行委員長より基本的にはうまくいったと聞いています。お化け屋敷も人が足りたと聞いています。ＰＴＡか
らの参加者が増え良かったようです。食事係や設営係については人不足だったようですが，何とかなったようです。但し，昼の
部は子どもと保護者のスケジュールが詰まっていてやりづらくなっているようです。子ども会だけではやりきれないようだと，
来年度以降は小学校ＰＴＡで協力をする必要があるかもしれません。 
（校外生活委員）昼の部に参加する子ども会の数が今年度は３地区に減っています。子ども会に参加する世帯が少なくなってい
るのですが，来てくれるお客さんの人数は変わらないため，模擬店の運営では目が回る忙しさでした。 
（会長）子ども会に参加する人数は減っているが，ＰＴＡの会員数は１０年間変わっていません。保護者の数はうまくやれば帳
尻が合うはずですが，祭り規模が大きくなるとそれを追いかけて人を投入しなければなりません。運営側に携わる人数が減って
いることが大変になっている背景です。今年度は祭り全体をサポートする方向で行ってきましたが，来年行うとすれば，子ども
寄りの昼の部のために小学校ＰＴＡで何かできればと考えています。９／X（X）に祭りの反省会があり，出席予定です。 
 
2. 三校連絡会（７／XX開催）について 
（会長）中学校のＰＴＡ会長より桜並木学園三校での親睦会の話がありましたので，その前に会議も設けて頂きました。内容は
中学校のＰＴＡ役員を決めるのに現６年生の情報が欲しいということでした。他には安全にかかわるディスカッションやまつり
つくばへの参加内容，市Ｐ連への要求事項についてなど生産的な議題もありました。桜並木学園となり，三校で話し合うことや
ＰＴＡも連携してやって行くことが求められているようです。色々な交流になっていると思います。会議の後は懇親会があった
ようです。校長先生，来栖先生にも出席いただきました。この件も懇親会のお金の出所がないのでちょっと困っています。 
 
3. ＰＴＡ校外生活委員会三校連絡協議会（７／XX開催）について 
（会長）並木中学校会議室で行われました。三校の校外生活委員と校長先生，生徒指導の先生が出席され，安全に関してどのよ
うな取り組みがされているかの説明がありました。もう少しオープンであってもよいと思いました。（校外生活委員へ）議事録
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は取られたのでしょうか。 
（校外生活）議事録は幹事校がとることになっています。まだこちらにはきていません。 
（会長）自分も議事録をとって本部内部ではシェアしましたが，せっかくなので議事録はシェアする仕掛けがあったほうが良い
と思います。来年は並木小が幹事校を行わなければなりません。 
 
4. 保健安全委員会（８／X開催）について 
（会長）＊＊副会長と先生方と参加し，並木小に集まって話をしました。外部からは医師１名，歯科医２名，薬剤師１名の４名
が参加されました。会議の半分は体力測定や子ども達の健康状況把握についての報告でした。校外生活連絡協議会と内容がかぶ
っているところがありました。将来的には棲み分けされるのかと思いますが，同じ内容の報告がありました。保健委員会の主催
者は小学校の教頭先生です。三校連絡協議会の方はＰＴＡの委員会です。 
（＊＊＊＊校長）保健安全委員会は，元々子どもの心身の健康と安全な学校生活の推進のために状況を理解して頂いたり，ご協
力頂いたりという会議なので，校外三校連絡協議会のように交通安全や生活安全に特化して要望事項を出す会議とは主旨が異な
ります。安全に関する内容では，避難訓練や安全対策についての報告はかぶると思います。学校保健法という法律に基づいて行
っており，児童の安全のための法的な枠組みです。学校保健安全委員会がありますが，保健委員会という専門委員会が立ち上が
っている学校はないと思われます。今回の報告として学校保健安全だよりが発行される予定です。 
（会長）ＰＴＡ本部役員が保健委員となっています。どうやって情報発信していくかが課題です。せっかくなので報告しますと，
歯磨きは学校で指導していくことが重要であるとのことです。メガネ着用率が多いという点がありますが，並木小の保護者はメ
ガネが必要な場合にはきちんと対応しているという意味です。他には「エピペン」という重篤なアレルギーに対応する薬をどう
設置していくかという点がありました。並木中には１つ常備してあるそうです。命にかかわる問題のため，現実的な点に言及し
ているところは生産的だと思いました。 
 
5. 奉仕作業（９／X実施予定）について 
（＊＊＊＊教務主任）例年この時期の参加率が低いため，学校が始まってからに変更させて頂きました。今回は学校側である程
度作業を進めています。参加状況によって分担が変わるかと思いますが，刈払い後の草の収集や手作業でないとできない花壇草
花の間の除草をお願いできたらと考えています。 
 
6. 各委員会より活動報告（別表） 
 
7. その他 
（＊＊＊＊教頭）外部講師への謝礼などのために補助金増額をして頂きましたが，今度来る邦楽のオーラＪの方には謝礼のお渡
しはありません。代わりに給食をお出ししようと考えていますが良いでしょうか？全部で１，８００円ぐらいですが，飲食費に
当たると考えています。 
（会長）１，０００円／人を超えなければ構いません。 
 
（会長）選考委員さんにお願いをしてＰＴＡ功労者アンケートを作って頂きました。これでノミネーションがあって，ご本人へ
の確認と運営委員会で決裁を得てから広報誌に載せたり総会等で表彰することができたらと思います。いくつも役をやられた方
やボランティア活動をされてきた方へ感謝を述べられたらと考えています。 
→功労者アンケート実施は承認されました。 
 
＊＊＊＊校長より 
本日は長時間に渡りありがとうございました。おかげさまで一人の命を落とすことなく９／１を迎えることができました。思

い返すのは昨年度の夏に前教頭が事故によって亡くなったことですが，子ども達が何より無事に学校に戻ってきてくれたことは
各家庭のご協力の賜物だと思います。世間では夏休み明けに自殺や不登校が増えると聞いていますが，それもなく子ども達が元
気にきていることに感謝致します。先日驚きましたのは，全校集会へ４５０人が移動しているのに何の気配を感じなかったこと
がありました。大概は行き来する足音や話し声が聞こえてくるのですが，おかしいなと思いながら５分前に体育館に行ってみる
とすでに６学年とも座って待っていました。落ち着いた休業明けに改めて感動しました。９月から１０月は子ども達が校外学習
などで外に出る機会が増えます。専門家を招いての特別な授業もあります。そういう場に出たときにどうするのかということを
教える良いチャンスだと考えています。公共の場で大声を出すなど傍若無人な振る舞いをする人もいますが，うちの子たちには
そういうことをさせたくないという思いがあります。そういった場でどう振る舞うべきかということを集団生活の中で教えてい
く機会にしたいと思っています。一学期のまとめに向けて先生方や子ども達も頑張っていきますので一層のご支援をお願い致し
ます。 
 
第５回運営委員会開催予定 
１０月X日（X）XX時XX分からＰＴＡ室 各委員会からの報告締め切り ９月XX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 活動予定 

第１学年委員会 7/XX 文化委員会とのコラボについて話し合い  第２回学年行事について話し合い 

第２学年委員会 8/XX 第２回親睦会打ち合わせ  特になし 

第３学年委員会  特になし 9月中 第２回親睦会（親子空手体験）道場見学および打

ち合わせ 
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第４学年委員会  星空観測会の日程調整 講師の方より連絡待ち  観測会日程決定 

 

第５学年委員会  特になし  特になし 

第６学年委員会 8/X 

8月中 

学校保健安全委員会出席 

打ち合わせ（陸上記録会，茶話会） 

9/XX 

9月中 

陸上競技会 

打ち合わせ（茶話会，卒業記念品） 

広報委員会  特になし 9月中旬 後期活動内容について打ち合わせ 

文化委員会 8月中旬 

9/X 

第３回講座 配布文書作成 

第３回講座配布文書 印刷，配布 

9/XX頃 

9/XX 

10/X 

第３回講座 応募者多数の場合，参加者抽選 

参加 落選，当選 通知を配布 

第３回講座と親子視聴覚の打ち合わせ 

校外生活委員会 

 

7/XX 

7/適宜 

 

7/XX 

7/XX 

7/XX 

8/XX 

並木夏祭り巡視 

校外ノート（４～７月分）チェック・コピー，安全パトロールセット確認・

点検・横断旗購入差し替え 

防犯プレート設置における市への申請許可完了 

防犯プレート補修・設置完了 

ＰＴＡ校外生活委員会三校連絡協議会 

第３回運営委員会審議案における委員会での検討・意見交換 

9/上旬 

9/下旬 

防犯プレート設置場所の最終確認 

第４回運営委員会における報告会 

選考委員会  特になし 9月 選考アンケート作成，印刷 

本部 7/XX 

7/XX 

7/XX 

7/XX 

8/X 

9/X 

9/X 

並木夏祭り巡視 

第３回運営委員会報告（速報版）配布 

三校連絡会 

校外生活委員会三校連絡協議会 

保健安全委員会 

第３回運営委員会報告配布 

第４回運営委員会 

9/X 

9/中 

10/X 

環境美化（奉仕作業） 

第４回運営委員会報告配布 

第５回運営委員会 

   

     

並木小お手伝い隊による「花の苗販売」             夜の部ステージ設営の様子 
 

     

         子ども会による模擬店                                 子ども会昼の部の様子 

（写真撮影：Ｈ２８年度並木夏祭り実行委員会，Ｈ２８年度ＰＴＡ本部） 


