平成 30 年 7 月*日
並木小学校 PTA 運営本部

平成 30 年度並木小学校 PTA 第 2 回運営委員会・議事録
日時：平成 30 年 6 月**日(*)**:**-**:**
場所：並木小学校 PTA 室
出席数：28 名（本部 9 名，学校顧問１名, 保護者顧問 1 名，学年委員会 6 名，専門委員会 4 名，他委員会
1 名，夏祭り担当 2 名，監査委員 1 名，ボランティア G3 名)
PTA 代表挨拶
今日は授業参観ということで，みなさんお子さんの授業見られたと思います。また懇談会でお母さん達と
意見交換できたと思います。自分のお子さんのためにこれからも学校のお手伝い，PTA のご参加宜しくお願
い致します。
学校長挨拶
運動会，引き渡し訓練のご協力ありがとうございました。今日は授業参観，そして各学級での懇談を持た
せていただきました。昨年度は学年懇談が多かったのですが，担任の先生といろんな話ができるように，そ
して担任の先生と共通認識のもとに子供たちの指導に当たれるようにと思っています。
昨日梅雨が明け，プールの授業が毎日のように行われています。皆さんご存知のようにつくば市内でプー
ルの事故がありました。床面にひびが入っているところのマットがずれての事故ですとか，塗装面が荒く
なって足を怪我したりすることがありました。幸い並木小ではプール清掃をボランティアで行っており，ね
じの不具合がありましたが早めに対応でき予定通り水泳の授業を行うことができています。また，再点検と
いうことで先生方が潜って床の点検をして安全確認をしております。今後も細心の注意をもって進めていき
たいと思っています。
先日の大阪の地震で学校のブロック塀が倒れてお子さんが亡くなる痛ましい事故がありました。それに伴
い学校と学校の周囲については緊急に点検を行いました。子供たちの通学路については，子供たちにも危険
な場所の意識を持ってもらいたいので，夏休み前日に一斉下校という形をとり通学路の安全を確認する機会
を持ちたいと思っています。お手紙を出しましたので，保護者の方にも話合っていただき危険な場所があれ
ば改めて学校の方にお知らせ願いたいと思います。
ボランティア紹介
現在活動している 3 つのボランティアについて紹介されました。

 読み聞かせボランティア
≪活動内容≫平成 2 年から始まり，今年で 28 年になります。本好きな人が集まり，本を通して子供た
ちと一緒に笑ったり勇気をもらったり，子供たちと本の世界を共有するひとときを大切にしています。
月 1 回朝の読み聞かせと昼の読み聞かせを行っています。今年度初のイベント「校長先生を囲んでの
茶話会」が行われました。現在並木小 PTA のホームページへ掲載されています。（※この他，スライ
ドを使って読み聞かせの様子等が紹介されました。）
 イベントグループ
≪活動内容≫任意化に伴い，イベントグループで何か活動できないか探りながら昨年度活動して参りました。
昨年度は運動会のリレー，夏祭りへの出店，防災キャンプへ向けた活動のお手伝いをしました。近年地域
のコミュニティーが変わってきていて，公務員宿舎がなくなり子供会の数も減っています。そのような中
でどんな需要があるのか探りながら活動しています。なるべく情報を上げて，みなさんにも参加していた
だけるようにしていきたいと考えています。
≪夏祭り出店≫今年度は夏祭り昼の部で金魚すくいを出店します。近々お手伝い募集文書を出させていただ
きます。ご興味ありましたらぜひご参加お願いします。予算については活動費の範囲内で行います。昨年
度は 250 匹用意しましたが，余ったため並木小の池に寄付しました。今年は 200 匹で考えています。
 並木小手伝い隊
≪活動内容≫手伝い隊は，なるべく先生方の雑務を排除して教育の方に力を入れていただけるようにしたい，
あとは子供たちが喜ぶことをやりたい，ということで活動範囲は特に設けず何でもやります。
≪夏祭り出店≫夏祭りにはかき氷を出店することになりました。販売価格について，原価だけ回収する価格
設定も考えられるのですが，観察池の整備に費用がかかるため，少し利益が出るようにしてそちらに充て
たい考えです。観察池はすぐ水が汚くなるため太陽光ろ過装置を導入する等，整備したいと考えています。
かき氷販売価格は従来 100 円でしたが，量が多くて食べきれない小さな子もいるので 50 円にして量を半
分にし 2000 食で考えています。たくさん販売するには作業効率が重要なためお手伝いが必要です。5,6 年
生および全学年保護者対象として募集します。
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手伝い隊としての募集も今後検討していきます。募集案内を出します。
（意見）かき氷出店の件，儲かることが前提で話が進んでいますが，仮に赤字となった場合，赤字の補填を
しなくてはならないのと観察池の整備が出来なくなる，二つのリスクがあります。いったん夏祭りの件
だけで止めて置き，利益が出たら利益処分について後で話し合った方が良いのではないでしょうか？
→予測が重要なので，事前の天気予報で仕入れを調整する等なるべく赤字が出ないように考えます。
→予算は本部から出す方向で進めています。1 ヶ月予報でにわか雨・雷雨と出ていますが，天候に左右さ
れるのは仕方ないので，まずはやってみて，運営のやり方について今後考えていこうと思っています。
審議事項
1.並木小 PTA からの夏祭り出店について～来年度に向けて
今子供会が減ってきている中で，模擬店の出店も少なくなってきております。来年度からは出店したいグ
ループがあれば並木小 PTA を通して夏祭り実行委員会（昼の部運営委員会）へ繋ぐ形で募集したいと考えて
います。もともと夏祭りは実行委員会に言えば誰でも出店参加できることになっています。ただ PTA として
出店するのであれば PTA としてのルール作りが必要になります。気になるのがお金に関してですが，PTA か
ら予算を出す代わりに利益が出た時は PTA の会計へ入れる，これに納得していただく必要があります。
チェックシートを用いて出店案を出していただければと思います。
（質問）いつぐらいの時期に募集をするのですか？たくさん希望があった場合は選考等あるのですか？
→今回検討を始めたばかりなので，何も決まっていません。後々運営委員会でご報告させていただきます。
（※チェックシートにつきましては，詳細が決まりましたらホームページへ掲載させていただきます。）
報告事項
1.三校連絡協議会のご報告〈校外生活委員会〉
6/*桜南小にて行われた三校連絡協議会について報告がありました。
①校外生活に関する三校（並木中,桜南小,並木小）の取り組み
貯水槽で遊んでいる子供たち，官舎のごみ箱周辺で秘密基地をつくっている子供たちへ注意しました。
②通学路の安全整備に関する要望書の提出
並木小からは 3 つ提案しました。1.並木小周囲を 30 キロ規制にして欲しい。2.アーチ門からすぎやま内
科へ抜ける道，近隣公園から土が漏れてきて，特に雨の日はぬかるみになるため土留め対策お願いした
い。3.すぎやま内科側からの横断歩道が見えづらいため押しボタン式の信号機の設置をして欲しい。以
上 3 点について当番校の桜南小が市の方へ要望を上げることになっています。三校連絡協議会の内容に
ついては 10 月配布予定の校外生活委員だよりにて改めてご報告させていただきます。
③110 番の家の協力依頼
例年 1 月ごろに配布していますが，例年通り年明けに行います。
（質問）去年，プール門交差点付近への押しボタン式信号機設置要望の結果について経過報告があったと思
うのですが，最終的にはどうなったのですか？
→去年の要望について確認したのですが，明確な回答を出すところがないそうです。管理している道路が
県だったり国であったりで対応が難しいそうです。ただ何故できないのかを含めてきちんと回答を頂き
たいと提案させていただいています。
→つくば市から本部には回答がきています。この件については検討のままで止まっています。今後の状況
は今年のメンバーがまた聞きに行くことになります。また今年度の要望については，この後本部で一度
協議させていただき皆さんに報告し，市には要望を上げさせていただくという流れにしたいと思います。
2.第 2 回並木夏祭り実行委員会報告
夏祭りの実行委員及びボランティア募集のポスターを小学校内に貼っています。高齢化，人数減少により
年々運営が難しくなっている状況です。ご興味ご関心がありましたら是非参加してください。
6/*に小学校から実行委員のお手伝い募集文書を出しました。また 6/*ボランティア募集の緊急メールを出
しました。現在 3 人から返答がきています。毎年当たり前のように夏祭りがありますが，実は担い手が少な
く運営が難しくなっています。少しの時間でお手伝いできることがあります。メールに細かいお手伝い内容
が掲載されていますので是非確認してください。
3.つくば市 PTA 連絡協議会関連の活動報告
・6/*市 P 連定期連絡会…教育講演会（7/*）の参加希望者が少ないです。（並木小からの参加数は達成して
います。）参加できる方いましたら教頭先生までご連絡下さい。
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・つくば市に対する要望事項のとりまとめ（締切 7/*）。運営委員会の後に打合せして進めます。
・7/* 交通安全キャンペーン参加依頼があります。参加できる方は教頭先生までご連絡ください。
・8/* 学校保健安全委員 1 名出席要請が来ています。（本部から出席します。）
・8/* 県南地区指導者研修会…本部 3 名出席要請があります。
4.茨城県 PTA 連絡協議会について
5/* 県 P 連の総会に出席し，昨年の県 P 連会長だった方のお話が紹介されました。PTA については不満を
持つ方からの苦情も入るそうですが，「給食の始まり」や「小学校の無償化」は PTA 活動によってできたこ
とだそうです。個々の力は小さいですが，PTA 活動によりできることがあります。子供たちのために，とい
う考えでやっていきたいと思います。また教育に関してですが，今の小学 1 年生が大人になった時に 60％の
職業がなくなるそうです。今の子供たちは転換期にいます。校長先生よりカリキュラムが変わる話が以前あ
りましたが，個々の考える力が大きく関わってきます。先生たちも大変になってきますのでご協力ください。
互助会について，大きくは変わりないですが，一部変わっています。次回資料を出します。
5.茨城県・つくば市の女性ネットワーク委員会，研修会について
6/* 県 P 連女ネット委員会研修会，6/24 市 P 連女ネット委員会へ出席してきました。その中で聖徳大学教
授のお話で印象に残ったこと 2 点紹介されました。
①自分ひとりで生きていける力を母親とのコミュニケーションで育てていきましょう，というお話。例えば
お子さんに「明日軍手使う」と言われた時なんて答えますか？「えっ？！何でもっと早く言わなかった
の？」など言ってしまっていませんか？これはお子さんの思考を止めてしまいます。是非 3 分だけ，先に
子供の話を聞いてください。
②脳科学の話。スピンドルニューロンという神経細胞があり，幸せを感じると伸びる線があるそうです。そ
して不幸になる線は伸びないそうです。ネガティブなことがあっても幸せニューロンが縮んだりなくなっ
たりすることもありません。脳の構造がそのようになっていて幸せニューロンはどんどん伸ばすことがで
きるそうです。そしてどんなネガティブなことがあってもポジティブに変換できるようになるそうです。
どうやって伸ばすかですが，おいしいものを食べるなど味覚が喜ぶことをする，褒めて達成感を感じさせ
てあげると良いそうです。お子さんに接する際にスピンドルニューロンを伸ばすことを意識してみてくだ
さい。
女ネットに関してですが，どなたでも参加できます。すごくためになるお話を聞くことができますのでお
母さんたちには是非聞いていただきたいです。他校では，別に委員会があってその方が参加しているところ
もあります。今後は本部だけでなく学年委員さんや一般会員さんに参加してもらうことを考えています。他
の学校や地域とのコミュニケーションをとることができ，考え方や環境が違うので勉強になると思います。
その他
 PTA 室の鍵について…本部で鍵を一つ持つことになりました。土日など，学校が開いていない日で
も PTA 室を利用できるようになります。ただし，PTA 室以外はセキュリティがかかっていますので
行かないようにしてください。外のトイレは利用可能です。
→学校側より…休みの日など PTA 室に来た時に，変な人がいた，壊れたものがある，ガラスが割れている
など様子がおかしいというときの連絡先をどうしようか，学校側で考えています。今まとまらないので
後日連絡させていただきます。

 「運営委員会だより」について…これまで書記では「運営委員会議事録」と「運営委員会だより」
（会員配布用）を作成していました。本部にて話し合い，今年度は第 2 回目から「運営委員会議事録」
のみを作成し，会員へ配布させていただくことにします。


放射線量について…美化活動の時にプールの裏にごみを捨てました。その辺りに放射能ボランティ
アが震災直後除染で取り除いた土を埋めたと聞きましたが大丈夫でしょうか？
→学校側より…地中に埋めてあり，空間線量に問題はありません。市の方で年間 2 回測定しています。
線量が高かった所は埋め戻しをしています。また，地中に埋めてあるところには緑のコンポストがあり，
それが目印になっています。
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委員会および本部主要活動報告と活動予定
委員会名
第 1 学年委員会

第 2 学年委員会

第 3 学年委員会

第 4 学年委員会

第 5 学年委員会

第 6 学年委員会

広報委員会

文化委員会

校外生活委員会

選考委員会
本部

活動報告

活動予定

5/* 第 1 回親睦会案内文書印刷・配布
6/* 第 1 回親睦会給食試食会打ち合わせ
6/* 第 1 回親睦会給食試食会開催
6/* 第１回親睦会案内文書印刷，配布
6/* 第１回親睦会打ち合わせ
6/* 第１回親睦会
『やってみよう！デコパージュ石鹸作り』開催
5/* 親睦会講師との打ち合わせ
6/* 親睦会開催案内資料印刷・配布，打ち合わせ
6/* 親睦会「親子エアロビ教室」開催
5/* 親睦会講師へ挨拶，依頼
5/* 親子親睦会 開催日決定
6/* 学級懇談会 名札準備・回収
6/* 親睦会打ち合わせ
6/* 学級懇談会 司会進行
6/* 親睦会打ち合わせ
5/* 卒業記念品業者問合せ
6/* 茶話会日程，講師決め
6/* 卒業記念品業者カタログ請求
6/* 卒業記念品業者カタログ受取
6/* 名札準備回収，懇談会司会
5/* 運動会用ページ写真撮影
6/* 広報誌「なみき」vol.93 入稿
6/* 初校アップ 関係者各位にメールで回覧依頼
6/* 初校学校回覧依頼
6/* 初校アカ入れ戻し
6/* 再校アップ 回覧
6/* 初校アカ入れ戻し
6/* 念校アップ 校了
6/* vol.93 納品 発行
6/* 後期への引継ぎ
6/* 第 1 回家庭教育学級開催
6/* 第 2 回家庭教育学級に向けての打ち合わせ
6/* 第 2 回家庭教育学級開催
6/* 校外生活委員会便り No.1 発行
6/* 三校連絡協議会

6/* 第 1 回選考委員会
（活動内容確認，個人情報管理についてなど）
5/* 活動費お渡し，助成費お渡し
5/* 運動会通路確保ラインひき
5/* 運動会
5/* 茨城県 PTA 連絡協議会 定期総会
茨城県 PTA 安全互助会 定期社員総会
6/* 第 2 回並木夏祭り実行委員会
6/* 県・市 P 連共済事業分担金,会員保険料の支払い
6/* 夏祭りポスター掲示学校へお願い
6/* 市 P 連女性ネットワーク研修会
6/* インターネットボランティア 打ち合わせ
6/* 市 P 連理事会
6/* 三校懇親会
6/* 第 1 回市 P 連定期連絡会
6/* 並木夏祭り昼の部運営委員会
6/* 市 P 連女性ネットワーク委員会
6/* 第 3 回並木夏祭り実行委員会

日程未定 第 2 回親睦会打ち合わせ

特になし

特になし

9 月中 親子親睦会 打ち合わせ
9 月下 親子親睦会お便り準備・配布
未定

8 月上旬 陸上記録会，茶話会手紙作成
9 月上旬 陸上記録会，茶話会手紙配布及び打合せ
9/* 陸上記録会 26 予備日

未定

9/* 第 3 回家庭教育学級に向けての打ち合わせ
9 月下旬 第 3 回家庭教育学級開催
7/上 防犯プレート設置
7/* 夏祭り巡視
7/中 安全パトロールセット回収及び確認
9/* 安全パトロールセット準備
9/中 校外生活委員会便り No.2 作成
9 月初旬 第 2 回選考委員会 （配布アンケートにつ
いて）
7/* 市 P 連教育講演会
7/* 並木夏祭り
7/* 市 P 連理事会
8/* 学校保健安全委員会
8/* 県南地区指導者研修会
9/* 市 P 連理事会
9/* PTA 美化活動
9/* 後期活動費お渡し，前期分会計書類引き受け

次回運営委員会開催予定

（議事録：平成 30 年度 PTA 運営委員会書記)

平成 30 年 9 月 29 日（土）11：00 PTA 室
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