
 

 

川崎市立南百合丘小学校 PTA 

2022年 10月 31日発行第 5号 

                                       

 

 

 

      

 

 10 月 18(木)体育館横会議室と Zoom を利用したハイブリッド会議にて第 6 回 PTA運営委員会が開催されまし

た。今後、誰もが無理なく参加できる会議や活動を目指し、試行錯誤しながら改善していきたいと思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．PTA役員より 

1)外部団体活動報告および予定 

(1) 10月 13日(木)  区 P 運営委員会出席 (外副：藤井) 

(2) 10月 15日(土)、16日(日)  PTA関東ブロック山梨大会出席(長谷川会長)   

(3) 川崎市ＰＴＡ連絡協議会主催の食育推進コンテストについて 

   →南百合丘小学校からは 3名が受賞 

(4) 10月 4日(火)長沢中学校区地域教育会議出席 (地域副：佐藤) 

   →たぬきフェスティバルは 11月 5日(土)に開催（雨天中止・ミマモルメにてお知らせ） 

 南百合丘小学校はあみだくじゲームを担当 1学年委員のたぬきフェスティバル担当の方は、

当日スタッフとして、前半・後半に分かれてお手伝い頂きます。 

 

 

 

 

 

2022 PTA 運営委員会だより 

長谷川 PTA会長あいさつ 

10月 4日に、PTA適正化説明会を行いました。参加して頂いた皆様ありがとうございました。 

そして、10 月 12 日には、次年度役員説明会を行い、立候補して頂いたのはお１人でした。ありがとうござ

いました。しかしこのままでは、PTA 本部が存続できない状態になり、次年度の PTA 活動はできなくなりま

す。今後の本部役員は「子どもの健やかな成長を支援すること」を目的に、できる人ができる範囲で活動を行

う任意的なものとなります。「やって良かった」という PTA活動にしたいという仲間が、学校 PTAに生まれな

くては何も進みません。自分の事だけを考えて、例年通りに走り抜けるのではなく、他の人がやりやすいよう

に変えてみようと試行錯誤すること、こうした姿勢こそ、子どもたちに見せるべき親の姿ではないでしょう

か。旧態依然とした組織を変えていくには、時間もエネルギーも必要ですが、役員全員で自分たちが目指す

PTAの形を共有し、「動きながら」考えることができる本部体制があれば、改革に向けて走り出すことは可能だ

と思います。子どもたちの成長に関わる機会として、お子さまが在校中に、ぜひ一度は PTA 活動にご参加頂け

ますとありがたいです。よろしくご検討をお願いいたします。 

校長先生あいさつ 

 先日の後期始業式の際、引き渡し訓練にご協力頂き、ありがとうございました。最近、嫌な事件や事故も続

いておりますので、子どもたちを守っていく事の大切さを考えていけたらと思っています。本校は、麻生区で

2 校しかない、警備がついている学校ですので、そんな所も南百合丘小学校の素敵な所だと思っています。そ

のような子どもたちを守っていく姿勢が、今後形を変えても、続けていけたら良いと思っています。               

10 月 25 日から 2 泊 3 日で 5 年生と八ヶ岳に行ってまいります。初めての宿泊行事であり、部屋別会議を

するなど、どうやって楽しい 3日間にしようかと、頭を絞っているところです。 

 PTAのこれからの在り方についても、今後、皆さんとともに進めていけたらありがたいと思っています。 



 

2)各種連絡事項  

・中間決算報告について（会計：毛利） 

    

★PTA会費中間決算報告  （２０２２年 9月末日現在） 

      収入合計（A）         6,668,136円 

      支出合計（B）         2,606,148円    

       収支差額（A）-（B）        4,061,988円 

 

  ★警備委託費収支報告    （２０２２年 9月末日現在） 

        収入合計（A）         １,865,201円 

        支出合計（B）         １,336,500円    

        収支差額（A）-（B）           528,701円 

 

   

・『PTA活動』冊子、見直しのお願い 

    →  各委員会正副委員長へ、委員会の仕事内容の見直しを依頼しています。 

・10月 4日（火） 任意加入説明会実施  

    →  対面参加５名、オンライン参加 40名。事前アンケートの回答と議事録は、学校HPに掲載し

ています。 

・委員会活動引継ぎについて 

→  現在、役員募集にて立候補が少なく、このままでは、来年度 PTA本部が立ち上げられず、すべ

ての PTA活動がストップする可能性がないとは言えません。もし来年度、「PTA活動なし」に

なった場合どうするか、またもし 1度 PTA活動がなくなり、その後再開できた場合、仕事内容

が書面のみで引継ぎできるよう、各委員会内で話し合っていただくことを、正副委員長へ依頼し

ました。 

  ・学年委員会の下校見守りについてお願い 

    →  一斉下校日以外に見守りを行う場合は、“お子さまの下校時刻に合わせて 30分程度”行ってい

ただく。その際、同日同時刻に、複数名同じスポットに集まってしまう事を防ぐため、『りざぶ

郎』にて予約をしていただくよう、お願い致します。 

 

２．各委員会よりおしらせ  

  ＜校外委員会より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区パトロール報告(9月分より一部抜粋) 

〇王禅寺 1地区 

 東門を出て下り坂の両端に子どもたちが歩いていたので、どちらかに寄る方が良いと思った。 

〇王禅寺 2地区 

 学校から王禅寺五差路に向かう坂道で、ランドセルの引っ張り合いをしながら下校する子どもがいて、危な

いと感じた。 

 信号のない横断歩道で、車が止まってくれない事が多く、危ないと感じた。 

〇高石地区 

 大通りはみんな歩道をきちんと歩けているが、住宅街に入ると広がってしまう傾向にあり、車が通りにくそ

うにしていた。 

〇上麻生地区 

 正門の前の道路の向かい側に、信号のない渡る場所があるので、横からの車の往来に十分に気を付けて渡る

ように、意識が持てると良いと思う。 

〇百合丘地区 

 下校途中、低学年の子どもが 2 人でファミリーマートに寄っていた。 

 個別塾前の信号待ちで、路肩からはみ出して待つ子どもがいて危険。 

 オーベル新百合ヶ丘下の信号で、右折車がスピードを出して曲がるため、巻き込まれそうで危険と感じた。 

 

 

 

 



 

3．各委員会の今月の活動報告(予定含む) 

広報委員会 

10月 14日   先生方・クラブ長へのアンケート送信      

10月 17・24日 クラブ活動撮影 （次回 11月 4日予定） 

10月 21日   GIGA授業撮影 

10月 31日   （予定）アンケート締め切り 

厚生委員会 
10月 5日   ベルマーク回収、厚生委員へ分配 

10月 14日   インクトナー・カートリッジ回収、送付作業 

成人教育委員会 
10月      講座内容・開催予定日を決定し、講師と連絡調整中。関連レター等作成 

10月 下旬   （予定）講座開催のお知らせを配信 

推薦委員会 

9月 30日   PTA役員説明会についてのお知らせをミマモルメ配信 

10月 5日   次期役員募集のお知らせをミマモルメ配信 

10月 12日   PTA役員説明会実施 

10月 17日   次期役員募集 Googleアンケート締め切り、回収 

10月      次期役員再募集に向けたお知らせ・説明会・ミマモルメ準備 

11月 19日   （予定）役員説明会追加開催（最終） 

校外委員会 

9月 22日   １日警察署長キャンペーン「開会式・啓発運動」参加 

   校外地区パトロールのお願い(1年生分)印刷、配付  

10月 3日   交通安全立ち番の実施   

 

1年 10月 31日   （予定）たぬきフェスティバルリマインドメール 

2年 
10月 1日   下校見守りリマインドメール配信 

10月 4日   PTA任意化説明会参加 

3年 
9月 25日     下校見守りリマインドメール配信（10月） 

10月 30日   （予定）下校見守りリマインドメール配信（11月） 

4年 

9月 29日   転入生の方へ役割分担案内文書作成・配付 

下校見守りリマインドメール配信 

10月 下旬   （予定）下校見守りリマインドメール配信 

5年 
10月      下校見守り 4名 

下校見守りリマインドメール・問い合わせ対応 

6年 
10月       卒業記念品係へご案内 

11月 8日   （予定）第 1回目卒業記念品係さん打ち合わせ開催（予算や役割調整） 

 

4．今後の予定 

2023年度役員説明会（最終） 

  日 時：1１月 1９日(土) 9：３0～11：３0頃 ［土曜参観日］ 

  場 所：体育館横会議室または Zoom(ご都合のよい方法でご参加ください) 

PTA 本部役員の活動内容についてご説明いたします。話を聞くだけでも構いませんので、少しでもご興

味のある方はぜひご参加ください！ 

 

 1１月 1２月 

資源回収 
２１日(月)・ 

２2日(火) 

２０日(火)・ 

２2日(木) 

パトロール当番 6年生 ５年生 

▲日曜日の資源回収はありません。ご注意ください(資源回収日は地区別です)▲ 

 

 

 

次回の第 7 回 PTA 運営委員会は 

 1１月 1７日(木)書面開催となります。 

学
年
委
員
会 



突撃インタビュー！！

〜校外担当、地域担当 副会長編〜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなポン、こんにちは♪ よろしくお願いします！ 

こんにちは！南百合丘小のアイドル、みなポンです。第２弾は校内

担当、副会長の藤井さんと、地域担当、副会長の佐藤さんです。 

よろしくお願いします！ 

さっそくですが、副会長って３人いますよね。前回は校内担

当の内副さんのお仕事について伺いましたが、２人はどんな仕

事をしているのですか？ 

外副（そとふく）は、「単P」と呼ばれる南百合丘小学校PTA 

と、「区P」と呼ばれる麻生区PTAや「市P」と呼ばれる川崎市 

PTAをつなぐパイプ役をしています。 

地域副（ちいきふく）はたぬきフェスティバルと、委託警備の 

取りまとめをしています。 

そうなのです！８校ずつくらいで３つの委員会に分かれて活動 

しています。今年度、南百合丘小学校は成人教育委員会に所属し 

ています。先日お配りしたヨガのチラシは私が作ったのですよ！ 

他校の外副さんと一緒にランチをして、楽しく活動しています。 

校内と同じように毎月運営委員会があり、区内 23 校の小中学 

校の外副さんと一緒に出席しています。そこでは、区や市の PTA 

活動に関する連絡があります。また、各学校の PTA で、どのよう 

な取組みをし、どんな工夫をしているかなど、情報交換を行ってい 

ます。現在は平日午後に設定されていますが、Zoom でのオンライ

ン参加もできますよ。運営委員会の後には、校外・広報・成人教育

に分かれて委員会活動の会議を行います。 

えぇ！区 P でも委員会活動があるのですか！？ 

外副 藤井 地域副 佐藤 

外副 藤井 

外副 藤井 地域副 佐藤 

なるほど。そんなふうに分担されていたのですね。 

まずは、外副のお仕事についてもっと詳しく聞いてみたいな。

区 P や市 P とどんな活動をしているのですか？ 

外副 藤井 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の学校の方とも仲良くなれる機会が多そうですね！ 

次に地域副のお仕事について教えてください。たぬきフェス

ティバルってどんなイベントですか？ 

PTA 警備員さんがパトロールまでしてくれているのですか？ 

すごい！とても安心ですね！ 

副会長のお仕事がよく分かりました。お二人とも、どうもあり

がとうございました！ 

地域副 佐藤 

楽しいイベントになりそうですね！ 

その他に、委託警備の取りまとめも、地域副の仕事なのですか？

警備は学校で契約しているのかと思っていました。 

地域副 佐藤 

そうなのです！委託警備は PTA と契約しているため、次年度、 

委託警備を継続するかどうか、会員の皆さんにアンケートを取っ 

ています。警備員さんが常駐してくれている学校は麻生区内でも 

たった 2 校です。南百合丘小学校の警備員さんは、子どもたちの 

安全な学校生活のためにたくさんのことをしてくれています。授 

業中や夕方は、学区内をパトロールしてくれていますし、子ども 

たちに声をかけてくれます。 

たぬきフェスティバルは、長沢中学校区の 3校と、地域の方々と 

が協力して開催しているフェスティバルです。コロナ禍以前は、飲 

食店やゲームなどの出店があり、たくさんの子どもたちが来てくれ 

ました。中学校で開催されるので、中学校の生徒さんもお手伝いし 

てくれて、小学生のお子さんにとって、中学生のお兄さん・お姉さ 

んや地域の方々を身近に感じられる機会でもあったのですよ。 

今年度は、来たる 11 月 5 日（土）10 時から長沢中学校で、 

【たぬきのゲームフェス】を開催予定です。3 年ぶりの開催となり 

ますので、ぜひ多くの皆さんに来ていただきたいです！ 

地域副 佐藤 

警備員さんの存在が、地域全体の抑止力にもなっていますよね！ 

ただ、委託警備費は PTA 会費から支払われているため、今後、会 

員の方が減ってしまうと、解約しなければならない可能性もあるの 

です…。子どもたちの安心・安全な学校生活のためにも、ぜひ継続 

してお願いしたいですよね！今一度、委託警備の重要性を考えて頂 

き、PTA に加入していただけたらと思います。 


