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2020 年 3 月 29 日 

並木小学校 PTA 運営本部 

2019 年度並木小学校 PTA 第 5 回運営委員会 議事録 

 

【日時】2020 年 2 月 29 日（土）9：35～11：33 【場所】並木小学校 PTA 室 

【出席者数】運営委員会構成員 20 名【本部 7 名（共同代表 Y, 共同代表 S，書記，会計 N，会計 T，教頭先生，

教務主任），顧問 2 名（校長先生，保護者顧問），学年委員会 6 名（a1～6 学年委員），専門委員会 3 名

（広報，文化，校外），夏祭り・ボラ担当 1 名（夏祭り・ボラ），他委員会 1 名（選考）】，非構成員 9 名

【監査委員 2 名，オブザーバ 7 名（次期本部書記 2 名，次期本部会計 2 名，次期夏祭り・ボラ担当 1 名，

インターネットボラ 1 名，文化委員会計係 1 名）】 

【司会担当】共同代表 Y 

PTA 共同代表挨拶 

 （共同代表 Y）ありがとうございます。議題盛りだくさんですが，よろしくお願いします。 

校長先生挨拶 

 1 年間ありがとうございました。コロナ対策戸惑いもありますが，詳細に関しては具体的に詰めていきま

す。3 月 2 日にまた指示があるので，確認してください。来週も学校があるので良かったと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

運営委員会の定足数の確認(本部書記) 

 運営委員の参加者は 20 名。本日は全員参加しておりますので議会は成立します。 

審議事項 

1. 次年度卒業記念品費の増額に関して（6 学年・卒対） 

 （6 学年委員）継志式の先生方の花束代 2 万円について，現在卒対費から出しているのを，児童用の花束

代と同じく本部予算の卒業記念枠から出せるようにしてほしいです。理由は 2 つあり 1 つはお金の出ど

ころが 2 か所あると同じ買い物でも領収書が別々に発生し複雑になること。2 つ目は卒対費をこれ以上上

げないようにするためです。児童数が減少し，卒業アルバム代は年々上昇しています。卒対費を値上げし

てこれに対応してきましたが，今後もアルバム代の値上げは予想されるので，卒対費からの出費をなるべ

く抑えたいためです。 

 今年は卒業記念品として電波時計と花束（一人 700 円予算）を贈ります。今年の本部予算の卒業記念枠は

児童一人当たり 2,300 円で計算すると 8,860 円の残金です。児童 1 人当たり 200 円 UP にすると 25,260

円残金となるので，先生方の花束代も出せる計算になります。例年先生方への花束代は 20,000 円の予算

です。 

 （共同代表 Y）ありがとうございます。これは次の 2 番の審議事項と関連させて話した方がいいと思いま

す。 

2. 今年度決算案と来年度予算案について（本部会計） 

 （本部会計）時間短縮のため詳細は参考資料を確認してください。支出の PTA 作業費用のオーバー分は

ゴミ袋購入で来年度分も多めに買ってしまったためです。慶弔費は 2 名分発生しました。卒業記念費は未

執行となっています。入学祝は新入生名札（1 人 3 枚）を 50 名に訂正してください。未執行の分もある

がそれも加えて計算しています。 
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 （共同代表 Y）質疑応答ありますか？ 

 （顧問 H）「運営費（交通費）」はゼロ円になっていますが発生していないのですか？ 

 （共同代表 S）共同代表は「共同代表活動費」から支出しています。運営費の中の交通費というのは今ま

でどのように使われていたのでしょうか？ 

 （顧問 H） 運営費の交通費は I さんが会長だった時代くらいから計上になったと思います。自腹は切ら

ないでほしいです。 

 （共同代表 Y）卒対さんからの本部予算卒業記念枠の児童一人当たり 2,300 円から 200 円 UP の件はどう

でしょうか？ 

 （会計）全く問題ないのでそれで大丈夫です。 

 （共同代表 Y）本部予算の卒業記念枠から，先生方への花束代を出しても良いかという問題もありますが，

大丈夫とのことで次年度からは 200 円 UP ということになります。次に令和 2 年度予算案になります。 

 （会計）資料参考してください。来年度収入は児童数 320 名で計算しました。支出，活動費は今年度と同

様に立てました。また自主活動もベルマークボランティアは今年度の活動をふまえて 1,500 円で計上して

います。来年度卒対費については現 5 年生 68 名×2,300 円で計算しましたが，200 円 UP したので再計

算いたします。以上です。 

 （顧問 H）昨今の消費増税，物価上昇のなか学年委員活動費は足りていますか？少しずつでも良いので上

げるのはどうでしょうか？ 

 （共同代表 Y）PTA 会費を上げるということでしょうか？ 

 （顧問 H）上げるタイミングとしては理由がたつので今がいいのではないでしょうか？ 

 （会計）まだ繰越金の金額が大きいので，今後少なくなってから検討したいと思います。 

3. 2020 年度本部休止計画案の検討（共同代表） 

 （共同代表 Y）本部役員について，共同代表以外は後任がきまっていますが，共同代表 3 名募集して応募

は 0 です。自分が続投するかどうかについては結論が出せないでいます。私と S さんがどうしたらいい

のかという部分も話したいのですが，自分がどうしたらいいのか分からないので，休止計画案を話し合い

たいです。よろしくお願いします。 

 （共同代表 S）本部休止計画は，現実的には共同代表を空けるというイメージです。今年度は書記が足り

ず学年委員にお願いしましたが，例えば来年度の共同代表の仕事は学年委員さんに順番で回すというのは

どうでしょうか？現在の共同代表は顧問としてサポートする形になります。共同代表を自分が継続したと

しても来年は子供が卒業してそのあと誰かが負担することになるので，これでいいのか？という思いがあ

ります。色々考えましたが，共同代表はなくてもいいのではないのでしょうか？児童の健やかな学校生活

を支えるのがPTAの役割だと思っています。来年度は顧問という形で私たちは受けようと思っています。 

 （共同代表 Y）一つの良いアイディアだと思います。私たちは顧問になり，実際に動いてもらうのは学年

委員さん。今思いつくものとして，共同代表の仕事には市の PTA 会議の出席や文書決裁などがあります

が，それらを学年委員にやってもらうという感じです。 

 （共同代表 S）総会で出したいのは，本部役員が決まらない場合は運営委員会で決めて良いというルール

を規則に盛り込むということです。そうすれば来年度以降スムーズではないでしょうか？今度の PTA 総

会で提案しようと思っています。どうしていいのか分からないので，皆様のご意見をお聞かせください。 

 （1 学年）すぐに意見は出せないです。負担は減らすべきだと思いますが，運営委員で決めるべきなのか，
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学年委員として代表で出ていても全員の意見ではないので分からないです。 

 （2 学年）特に具体案はないです。見える化で学年委員の仕事を説明して後任を募集したのに，学年委員

の仕事を突然追加されると辞退の可能性があると思います。 

 （3 学年）共同代表の仕事分担はよいが即決はできないです。 

 （4 学年）どうしたらいいか分からないです。アンケートをとるのはどうでしょう？ 

 （5 学年）次学年委員をお願いする際に苦労したので，その条件が後から加わるとトラブルのもととなる

恐れがあります。時間が必要だと思います。 

 （6 学年）提案としてはありだと思います。また総会でジャンケン大会の案を具体的に聞いてみたいです。 

 （文化）文化委員会の問題から提案したい内容もあり，PTA システム全体に影響するので反対です。 

 （広報）学年委員さんに振る場合は具体的にした方がいいと思います。 

 （校外）生徒 1 人につき PTA の一役ルールはどのくらい守られているのでしょうか？そのトレースはで

きていますか？共同代表は誰でも抵抗感あるので，代表者としてのお名前は使わせて頂くものの，実質の

仕事量や責任が過多とならないように，仕事を他のメンバーを含め分散するのはどうでしょうか？何かし

らの案をもって総会に持っていくのは賛成です。 

 （選考）役員の中でも仕事量に不公平感あります。今年から急に変えるのは微妙かと思います。 

 （会計 T）難しい問題だと思います。横のつながりが大切と思います。突然なので意見がまとまらないで

す。自分でやってみてつながりの希薄さを感じました。すみません。 

 （会計 N）役によって仕事量の温度差があると感じます。共同代表の名前は借りるけど，仕事の量はなる

べく均等にすることがいいかと思います。見える化の表も作成したので，それをもとに仕事の分担は良い

と思います。 

 （共同代表 S）PTA をなくしてしまうのは簡単なのだと思います。なぜ学年委員さんだったのかは，専門

委員さんは市や 3 校と関わって仕事をすることもあり年によっては仕事が多い時もあるので学年委員さ

んはどうか？という経緯です。もちろん学年委員さんも突然の仕事が発生する場合もあります。例えば修

学旅行の再開の際などです。他の皆さんのご意見を聞かせてください。 

 （夏祭り）難しいなと思います。ですがプロセスとしては来年度一年かけて話すのがいいと思います。 

 （オブザーバ S）そもそも PTA の意義がかすんで見えにくくなっていると思います。意識高い系の人だ

けで回しているように見られますが，本当はみんなでどうあるべきなのかを考えないといけないと思いま

す。PTA がつながっていないとセーフティーネットがなくなってしまうので，犯罪，災害などが起きた際

に困ってしまいます。学年を超えたつながりは必要です。今後は必要なものを選んで活動すればよいと思

います。そこを掘り起こせればよいと思います。強制にしないとやらないです。 

 （共同代表 Y）本部休止を提案してくれたのは書記の O さんで，じゃんけん大会の件は書記 O さんのご

意見です。 

 （書記）PTA 本部役員の休止のソフトランディングを考えています。それぞれの委員会で止められる仕事

とできない仕事を集計しました。資料を参考に説明します。ソフトランディングするには本部の仕事をど

うすれば影響ないかをまとめた資料もあります。今年は書記と会計は決まったので，2020 年度は共同代

表のみ不在を中心に考えました。休止検討対象をどうしたらいいのかをみなさんと話したいです。例えば

メール決裁なども順番を決めて学年委員さんがやってみたらどうか？などです。個別・具体的に話し合っ

ていければいいと思います。それからジャンケン大会も私の意見です。しかしジャンケンに負けた人がや
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るかと言えば，状況によっては出来ない方もいますので，そこで初めて共同代表不在で回しますというこ

ともできます。デメリットとしては時間がかかります。また，そもそも参加しなければいいという人も出

てきてしまうので，何らかのインセンティブあれば良いかとも思います。 

 （教頭先生）例えばですが，学校では，○○主任という役職があります。学年それぞれにいる担当の先生

に相談しながら業務を進めています。役割や担当も分担して業務の分散を図っています。同様に考えてみ

てはいかがでしょうか。 

 （顧問 H）共同代表にはメリットがあり，それは先生たちとの密なコミュニケーションが取れることです。

それから次の本部役員への人材を育てる努力も必要になります。例えば J 学院の PTA 本部役員は，役員

のポテンシャルがある方にお声がけして入学当時から育てています。今の共同代表さんには残ってもらっ

て今度の新 1 年生の親御さんの役員さんを育てていくことがいいと思います。責任は分担ありでいいと

思います。これだったらやってもいいというメリットを明確化したほうが良いと思います。PTA はなくな

ったら困るのではないでしょうか？代表が続けていただくのがいいかなと思います。それで仕事を学年委

員に振ってもいいと思います。 

 （共同代表 Y）時間もありません。今日いらっしゃっているのも来年度の委員さんではないですし。 

 （顧問）決められないのはおかしいです。みなさんは議決権をもっています。分かっていることだと思い

ます。何回も代表候補の連絡あったのにスルーしています。やらないといけないことはやらないといけな

い。ここで決めてもいいと思います。なくなったら困るんじゃないの？というのが前提です。なくなった

ら困るけどやりたくないという意見はないです。 

 （文化）共同代表の実務として最終責任者の決裁業務は必要でしょうか？  

 （共同代表 S）共同代表の仕事は決裁依頼などのメールの処理が大変です。後半では私はそれがプレッシ

ャーでした。メールの量が多く決裁依頼のメールを見過ごしそうになることもありました。それ以外は特

にないです。市の連絡協議会も年 3 回，30 分くらいですし運動会も学校の協力もあり特に大変ではあり

ません。PTA 競技も今年からボランティアです。大変なのはメール対応と決裁以外の確認や些細な確認事

項です。 

 （文化）メール対応の担当，挨拶の担当，協議会(渉外)の担当，それぞれの役職を新設してはどうでしょ

うか？ 

 （共同代表 S）会長，副会長の仕事を分解して，それぞれできる人が担当するのが「共同代表」の形でし

たが，（業務が少し楽になることの）イメージ定着がうまくいかなかったです。共同代表 Y さんがいなか

ったら一人ではできなかったと思います。みなさんなぜ共同代表をやりたくないと思うのか教えてくださ

い。 

 （1 学年）大勢の前で意見言うのが苦手です。 

 （2 学年）大勢の人の前で話すのが苦手です。 

 （3 学年）メールの対応が苦手です。 

 （4 学年）人前が苦手で，語彙力にも自信がありません。 

 （5 学年）責任が大きく，ネガティブなことを言われるとたじろいでしまいます。お父さま方にももう少

し協力してもらえたらと思っています。 

 （6 学年）共同代表として名前が出るので気が引けます。メール対応も苦手です。 

 （文化）初心者すぎて，飛び込むには勇気がいります。 
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 （広報）みなさんと大体同じ意見です。1 年間やってみてそちらの適性はないのでは？と感じる時があり

ます。共同代表は自分の中で厳しいかな，と。 

 （校外）共同代表は単純に仕事量が多いイメージです。しかし一般論ですが，並木地区は仕事の融通が利

きやすい公的研究機関等にお勤めの方が多いはずなので，もう少し積極的にお父様方にも関与して頂ける

と良いと個人的には思います。 

 （選考）共同代表の方はとても忙しいイメージです。選考の際も共同代表は遠慮されてしまう。 

 （顧問 H）昔はトップを務めるのは男性で，仕事場で上司部下の関係がある男性の方が会長と副会長をや

っていたこともありました。8 年前くらいから PTA 本部内の男性・女性の比率の逆転がおこったかもし

れないですね。 

 （共同代表 S）また時代なども変わってくると思うので，やっぱり男性参加のポテンシャルはあるはず。

男性がもう少し多いと安心感がある。もう一度お便りを出します。 

 （共同代表 Y）持ち帰ってもらって広めてもらって，意見をきいていただきたいです。審議は保留でお願

いします。 

 （共同代表 S）メールします。 

報告事項 

1. 役員・委員の選出状況（選考） 

 PTA の次期本部役員と各委員会委員について，共同代表以外は全て決まっています。 

 （選考）功労賞について，ノミネート者の確認。 

 本部と選考でどうやっていくかの詳細はつめていきましょう。 

2. 来年度 PTA 総会の司会推薦者および議長の報告（共同代表） 

 （共同代表 S）総会は 4 月 28 日で決定です。総会の議長の件になります。 

 （共同代表 Y）共同代表 S と顧問 H で話し合いします。 

3. 来年度夏祭りについて（夏祭り・ボラ担当） 

 夏祭りは中止ですが，午前の部はやろうということになりました。日時は 7 月＊日の＊曜日の午前中並木

公園でなにかしらやる予定。模擬店などの呼びかけをするのでその際はよろしくお願いします。午前の部

の主催は子供会で 3 団体あり，そこから役員がでてきて運営委員会という形をつくり，実行委員会からサ

ポートをうけながらやっていく予定です。あと別件で先ほどの役員のメリットの件ですが，子供の教育に

つながっていると思います。子供の色々な側面を見られるのも楽しい。 

4. 文化委員の体制について検討したこと（文化） 

 業務のスリム化について，総会で頂いたコア・ノンコア事業仕分け提案から始まり活動見える化作業を経

て検討を続けてきました。家庭教育学級の開催は，他校では家庭教育学級専門の委員があったり学年委員

がやったりと形態は様々ですが，並木小は 2 年毎の親子視聴覚教室の運営を担当する文化委員が年数回

の家庭教育学級開催を担当し，委員の負担が大きいと感じました。市に家庭教育学級に代わる定期講座開

催をお願いできないか相談してきましたが，現状は難しく，各学校でやって欲しいということでした。今

年度の検討結果は「親子視聴覚開催年は家庭教育学級開催回数を減らし，1 回以上とする」ですが，家教

については市からの補助金が上限額＊万円あり，（今年は 2 講演が対象で約＊万円）予算的にはもったい

ないと思います。 

 ここからは個人的な意見ですが，文化委員への積極的希望者が少ない状況が続いており，ようやく集まる
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メンバーに，来年は親子視聴覚教室も含めた複数イベントの運営をお願いするのは大変心苦しく，PTA 全

体でのバランスを考えたい。児童数の減少に合わせて PTA 会員数も減り，文化委員定員も 8 人から 6 人

に削減されてきた経緯があります。一方で学年委員さんは定員の割り当てに対して，担当するイベントは

減らす傾向にあるので，ここでバランスをとってはどうかと思います。 

 次の 2 つの提案があります。あくまでも個人的な提案で，一つの例として来年度に引継ぎ予定ですが，

PTA 全体でも考えて欲しいです。 

① 学年委員主催の「性・いのち」「思春期」「給食試食会」等の講座を家庭教育学級として申請できる

可能性があり，できるものは共催とする。（外回り業務を文化委員が担当すれば現状業務とほぼ変

わらないと思うので）文化委員は親子視聴覚企画運営に専念でき，開催しない年は，文化的・地域

交流など全会員を対象とするような家庭教育学級を実施する。 

② 文化委員会を撤廃し，一人増員した学年委員の中で文化係をつけ，低・中・高学年の学年別チーム

で 3 回程の家庭教育学級を実施します。現文化委員でやっている事務的業務は文化係が学年またい

で担当しますが，責任もつ運営は 1 回／年へ減らせます。親子視聴覚教室は全学年委員との共同開

催とします。 

このような，学年委員さんの恒例イベントを家教として申請するイベント合体案は，補助金の有効利用

と文化委員の負担軽減，PTA 予算の削減につながる可能性があります。 

（共同代表 Y）今回は審議事項ではなく報告事項の扱いで議題提案を頂いています。良い意見をいただ

いたので，来年度の学年委員さんに文化さんの意見を伝えてください。 

5. つくば市 PTA 連絡協議会報告（共同代表） 

 （共同代表 Y）資料の報告書通りです。つくば市 PTA 連絡協議会の活動の意義が釈然としないのですが，

協議会の副会長に尋ねても毎年交代していてよくわかっていない様子なのでもう少し情報が欲しいです。 

 （共同代表 S）校外さんともかかわってくるものもあるので，よろしくお願いします。 

6. 学年委員会および運営委員会の活動報告および活動予定 

 配布資料の通り。追加，補足なし。 

その他 

1. 活動見える化リストの 10～3 月分作成依頼（本部書記） 

 （書記）10 月に活動見える化リストを作りましたが，それ以降の部分を作って完成させたいです。これ

から作業依頼のメールを送ります。よろしくお願いします。 

2. 総会資料用活動報告作成依頼（本部書記） 

 （書記）これからメールを送ります。よろしくお願いします。 

3. 新委員名簿調査について（本部書記） 

 （書記）新年度の運営委員会メンバーの名簿と，PTA 役員委員全員の名簿を作るので新委員の連絡先を報

告してください。PTA 役員委員全員はクラス名を書くので年度が明けて新学年になってから依頼します。 

 （校外生活）校外生活委員会は 3 月 18 日に顔合わせをして分担を決める予定です。運営委員会メンバー

の名簿は 3 月 15 日が期限になっていますが，遅れてもいいですか？ 

 （書記）締め切りはざっくり 2 週間後で決めましたので遅れても大丈夫です。個別にご相談ください。 

4. 来年度運営委員会開催日程について（本部書記（学校）） 

 （教務主任）運営委員会開催日は次の通り。 
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(1) 第 1 回運営委員会：5 月 16 日（土）9:30～ 

(2) 第 2 回運営委員会：7 月 4 日（土）11:20～ 

(3) 第 3 回運営委員会：8 月 29 日（土）9:30～ 

(4) 第 4 回運営委員会：12 月 12 日（土）13:00～ 

(5) 第 5 回運営委員会：3 月 6 日（土）9:30～ 

5. PTA 役職メールアドレスの引継ぎについて（インターネットボランティア） 

 運営委員会引継ぎ（顔合わせ）は 4 月 28 日（火）12 時～13 時までの予定です。 

 アカウントの引継ぎができなかった方は，新・旧委員さん同席してください。その時にアカウントの引継

ぎをします。場所は PTA 室です。 

 閉会挨拶 

 （校長先生）共同代表さんの大変さはよく分かっております。挨拶が負担と思えば省くなど出来る範囲で

やっていただきたいです。またお父さん方の積極的な PTA 参加を期待します。子供たちにも言っていま

すが，つながりが大切です。保護者の皆さんのつながりも強めてまいりましょう。ありがとうございまし

た。 

 （共同代表 S・Y）ありがとうございました。皆様の任期は次の総会で次期役員が承認されるまでですの

で，よろしくお願いします。適宜相談しに来てください。 

 

 

次回（第ゼロ回）運営委員会ゼロ会（顔合わせ）開催予定 

 2020 年 4 月 28 日（火）12 時 00 分から PTA 室 

（以上） 
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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 活動報告 活動予定 

第 1 学年委員会 11/30 12/3.4 新 2 学年委員選考 
1/28.2/4.5.19 名札準備 
2/8.9.19 新 1 学年委員選考 
2/＊ 学級懇談司会 

4/上旬 引継ぎ 

第 2 学年委員会 12/11 新 3 学年委員選考 
2/＊ 新名札作成・配布  学年懇談会 

 

第 3 学年委員会 2/7 名札作成 
2/＊ 学年懇談会進行 

 

第 4 学年委員会 12 月上旬 次年度名札について話し合い 
12 月下旬～1 月上旬 新 5 学年委員選出 
2 月上旬 次年度名札作成 
2/＊ 学年懇談会司会，新名札配布 

3 月 次年度役員引き継ぎ資料作成 

第 5 学年委員会 1/8 以降 新 6 学年委員・卒対 選考のお手伝い 
2 月初旬 5 学年転入生保護者への学年委員立候補 

お願いの手紙配布 

 

第 6 学年委員会 11/＊30 持久走立哨ボランティア，打ち合わせ 
12/12 卒業式花束発注 
12/15 保護者懇親会お便り作成 
1/7 懇親会お便り印刷 
1/25,26,2/1,2 懇親会菓子等買い物 
2/＊ 懇親会準備 
2/＊ 保護者懇親会開催 
2/13 PTA サイトへ懇親会報告記事の作成 
2/＊ 卒業を祝う会，学年懇談会 

3/4 卒業記念品納品（学校） 
3/＊ 継志式 

広報委員会 11/22 打ち合わせ（印刷業者：スケジュール，大まか
な原稿内容確認作業） 

  担当ページの分担確認 行事ごとのページ決め 
11/25～12/3 事務作業（必要な写真，感想の数や内容

のまとめ，感想依頼文決裁依頼） 
11/30  事務作業（持久走記録会写真撮影） 
12/6 事務作業（感想依頼文の印刷，仕分け 写真・感

想を先生へ依頼，クラブ・委員会の活動調べ） 
12/11 事務作業（校内音楽会写真撮影）  
12/20～1/7 事務作業（写真，感想の受け取り，初稿案

の作成・提出（レイアウト，文章） 
1/24 事務作業（初稿の受け取り，スケジュール調整） 
1/24～1/31 事務作業初稿決裁依頼，打ち合わせ（印刷

業者：発行日・納品・仕分け日の相談） 
1/31～2/2 事務作業（初稿の直し） 
2/4 事務作業（再校の受け取り）再校決裁依頼 
2/14～2/18 事務作業（再校の直し，念校提出，校了・

印刷依頼※予定） 
2/27 事務作業（納品，仕分け※予定） 
2/28 事務作業（配布※予定） 

3/22 広報委員会 次年度担当者引き継ぎ 

文化委員会 12 月～新役員選出 
12/4，1/9 第 3 回家庭教育学級 打合わせ 
1/17 第 3 回案内 印刷配布 
1/30 回収，臨時委員会 
2/5 保育依頼＆案内印刷配布 
2/＊ 第 3 回家庭教育学級 
2/19 保育ボランティア礼状作成 
   次年度保育ボランティア募集案内 印刷配布 
   文化委員アンケート印刷配布 

2 末 家庭教育学級閉級報告書提出 
3/9 新旧引き継ぎ 

校外生活委員会 12/11 校外生活委員会便り No.2 配布, 
12/11 次年度委員選出（新 1 年枠以外） 
12/19 学校地域防災連絡会の報告配布, 
1 月上旬 安全パトロール開始, 
1/10 こどもを守る 110 番の家ご協力のお願い，同お

礼を配布, 
2/12 危険箇所アンケート回収 

3 月中 新旧委員引継ぎ 
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2 月上中旬 110 番の家ご協力のお願い回り（地域・事
業所） 

2 月中下旬 次年度委員選出（新 1 年枠）（予定） 
2 月下旬 校外生活委員会便り No.3 配布（予定） 

選考委員会 1/31 新入生対象 委員会アンケート回収集計作業 
1/31 在校生対象 委員会再アンケート実施 

 

卒記委員会 1 月 委員会打ち合わせ 
2/＊ 卒業を祝う会 

 

本部 12/18 ベルマーク財団へ集計済みベルマーク送付 
12/＊ すす払い大掃除 
1 月下旬 新保護者名札準備(フォーム作成・発注・周知

文書) 
1/＊ 新入生保護者説明会 
2/1 並木地区子供会による夏祭り運営委員会出席 
2/22 つくば市 PTA 連絡協議会 第 3 回定期連絡会 

3 月上旬 夏祭り運営委員会出席 
3 月上旬 ベルマーク商品購入（財団側で点数確
定次第） 
3/＊ 継志式 
3/＊ 離任式(花束手配) 
4/＊ 入学式(新入生記念品準備) 
3 月 会計監査 
4 月 本部引継ぎ 
4 月 総会 総会資料準備，決算書作成，収支簿
作成 

 


