
 

川崎市立南百合丘小学校 PTA 

2022年 1１月３０日発行第６号 

第 7回 PTA 運営委員会は、11 月 17(木)書面開催と致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．PTA 役員より 

1)外部団体活動報告および予定

(1) 1１月 1０日(木)  区 P 運営委員会出席(外副：藤井)

(2) 1１月 1４日(月)  区 P 主催内副会議出席(内副：鈴木)

(3) 1１月３０日(水)  区 P校外指導委員会主催、こども１１０番情報交換会出席予定(校外委員)

(4) 日本 PTA全国研究大会山形大会オンデマンド配信について

→先日行われた山形大会の模様が、オンデマンド配信されています。

配信日時：2022/10/20～2023/2/28

配信元：日本 PTAホームページ（http://www.nippon-pta.or.jp/）

※新着情報もしくは会員専用ページからご視聴ください。

視聴するには IDとパスワードが必要になります。IDとパスワードは同一です。

ID：pta2022  パスワード：pta2022（ピー・ティー・エー・ニ・ゼロ・ニ・ニ）

(5) 1２月１０日(土) １０：００～１６：００ 「かわさき子どもの権利の日のつどい」開催予定

川崎市 PTA連絡協議会ホームページ（https://www.pta-kawasaki.org） 

※HP内「お知らせ」欄の、11/3掲載「かわさき子どもの権利の日のつどい」ご案内参照

2022 PTA 運営委員会だより 

長谷川 PTA会長あいさつ 

 11 月 5 日に、3 年ぶりの「たぬきフェスティバル」が開催されました。開門前には、すでに児童の長蛇の

列があり、楽しみにしていたイベントなのだと実感しました。1,000 人以上の来場があったのではないかと思

います。お手伝いに参加していただいた皆様、本当にありがとうございました。 

  また、PTA 規約の改正に承認をいただき、ありがとうございました。今後は、皆様からの貴重なご意見を参

考にしながら、会員の皆様への説明の機会も設け、一緒に次年度に向けて、新しい PTA 活動を推し進めてい

きたいと考えております。 

今回から、任意化に伴い「立候補制」の役員募集となります。来年度の本部役員が集まらなければ、PTA 

活動自体が停止し、児童の学校生活にも、影響が出てくる場合があるかもしれません。我々役員一同は、決し

て PTA を無くそうとは考えておりません。子どもたちの明るい未来のために、なんとか PTA 活動が存続でき

るよう、全力で真剣に検討しています。PTA 活動の将来に向けた、建設的なご意見をいただければ幸いです。

ぜひお力をお貸しください。よろしくお願い致します。 

校長先生あいさつ 

 先日の土曜参観には、お忙しい中、大勢の方においでいただきありがとうございました。保護者の皆様には、 

 今回も廊下から参観していただいたり、参観時間を指定させていただいたりしましたが、お子さんの頑張ってい 

 る様子はご覧いただけたでしょうか。今年の冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流 

  行の可能性もあるということから、より一層、感染拡大防止に取り組んでいかなくてはなりません。これからも 

 様々な面でご協力をいただく機会が多くなると思いますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 さて、南百合丘小学校PTAの皆様より多大なるご寄附を賜りました「学校ふるさと応援寄附金」ですが、その

寄附金で購入させていただきましたミシン１０台と屋外スピーカーシステムが先日納品されました。また、年

内には箏の購入も決まる予定です。ミシンや箏は、南百合丘小学校の子どもたちの学習に、末永く大切に使わ

せ  ていただきます。子どもたちのために気持ちよくご承諾いただきましたこと、心より御礼申し上げます。 

http://www.nippon-pta.or.jp/
https://www.pta-kawasaki.org/


地区パトロール報告(10月分より一部抜粋) 

〇 子どもがふざけて歩いている姿が見られたので、危なく感じました。 

〇 1 年生の子どもたちが、追いかけっこや競争のように走ったり、話に気を取られて十字路で車等の確

認を忘れてしまったり、という事がありました。 

 

(6) １１月 ５日(土) たぬきフェスティバル開催 

→１１月５日にたぬきフェスティバルが開催されました。今年度は「たぬきのゲームフェス」と

して、３年ぶりに開催されましたが、多くの子どもたちに来場していただき、無事に終了致し

ました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。                 

 

2)各種連絡事項  

・11月臨時総会決議について 

来年度からの任意化に伴う PTA規約変更の臨時総会（書面）を開催し、会員の半数以上、回答の 3分

の 2 以上の賛成を得て 11月 10日に可決されました。 

・校外委員募集について 

例年、校外委員は、他の委員会より先に 11 月下旬より委員募集を開始していましたが、来年度から

PTA任意化となる事に伴い、今年度はほかの委員会と同時に募集する予定です。 

  ・ペーパーレス化に伴うミマモルメの使用状況について 

現在ペーパーレス化に伴い、ミマモルメの使用が増えており、PTA でもかなり頻繁に使用させていた

だいています。添付資料の容量にも限界があり、今後、PTA 独自の HP を持つことを検討しています。

会員の皆様の中に、HP 開設に詳しい方がいらっしゃいましたら、相談に乗っていただけたら幸いです。

本部メール honbu.minamiyuri.pta@gmail.com までご連絡をお願い致します。 

  ・LINEWORKSの使用について 

今年度、PTA 本部や各委員会とのやり取りは、主に Gmail を使って行っていましたが、効率化を図る

ため、LINEWORKSの使用を検討しています。現在、PTA本部を中心に、試験的な導入を進めていま

す。 

  ・12月 10日(土) やすらぎの森除草作業について  予備日：11日(日) 

今年度 3 回目の除草作業が開催されます。前回同様、お子さまの参加は控えていただきますようお願

い致します。 

 

２．各委員会よりおしらせ  

  ＜校外委員会より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

3．各委員会の今月の活動報告(予定含む) 

広報委員会 

1１月      アンケート、写真の保存、内容精査 

1１月 1１日、１４日  校内撮影 

1２月      編集会社へ入稿 

厚生委員会 

1１月 １日   ベルマーク集計作業準備 

1１月 ９日   ベルマーク集計、発送作業 

1１月１９日   学校寄付金代金お渡し  

成人教育委員会 

1１月 ８日   第１回目情報モラル講座開催のお知らせメール配信 

1１月１４日   第１回目情報モラル講座開催のお知らせリマインドメール配信 

1１月１５日   第１回目情報モラル講座 開催後反省会実施 

1１月２４日   第２回目情報モラル講座 参加者募集のミマモルメ配信 

推薦委員会 

1１月１４日   役員説明会資料作成、ミマモルメ配信準備 

1１月１９日   役員説明会追加開催（最終）、役員説明会資料のミマモルメ配信 

1１月２４日   アンケート回収、集計 

1１月      立候補者対応、来年度候補者取りまとめ、今後の対応について 

         PTA本部と検討 

校外委員会 

1１月１１日   「PTA 活動冊子」見直しの回答 

1１月２０日   校外委員パトロールのお知らせ 

1１月３０日   子ども 110番情報交換会 

mailto:honbu.minamiyuri.pta@gmail.com


学
年
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員
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1年 
1１月 ５日   たぬきフェスティバルお手伝い 

1１月 ８日   たぬきフェスティバル担当者へのアンケート送信 

2年 
1１月      リマインドメール配信、「りざぶ郎」に対する問い合わせ対応 

   PTA活動冊子の見直し送信 

3年 

1１月 １日     下校見守りリマインドメール配信（1１月） 

1１月 27日   下校見守りリマインドメール配信（1２月） 

   やすらぎの森除草作業リマインドメール配信（第 3回） 

4年 1０月３１日   下校見守りリマインドメール配信 

5年 1１月      下校見守り・やすらぎの森除草作業の方へのリマインドメール配信 

6年 

11月 8日   第 1回目卒業記念品係打ち合わせ（予算や役割調整） 

1１月１０日   PTA本部より予算承認、記念品選び開始 

1１月１６日   「経験者の声」作成 

1１月      卒業記念品係さんとの連携 

 

 

4．今後の予定 

 

 1２月 1月 

資源回収 
２０日(火)・ 

２2 日(木) 

２０日(金)・ 

２３日(月) 

パトロール当番 ５年生 ４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 8 回運営委員会は 

 1２月 1３日(火)10：00～ 体育館横会議室と Zoom にて開催予定 

●12月 13日（火）PTA運営委員会の URL・パスワード              

ミーティング ID： 843 6817 3999                                                         

パスワード：295488 

 

 

 

 

⇩次ページからの 

【みなぽんの突撃インタビュー「PTA 本部って、どんなお仕事？」 ～書記、会計編～】も 

併せてご覧ください!! 



 

突撃インタビュー！！

〜書記、会計編〜 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 弾は書記の牛山さんと諸岡さん、会計の毛利

さんと河野さんです。よろしくお願いします‼ 

今回は、４名の方にお話を伺います。書記や会計ってなんと

なく想像はできるけど、実際にはどんなお仕事をしているの

か、まずは書記さんから教えてください！ 

書記の主な仕事は、毎月行われる「PTA 運営委員会」の内容を 

まとめた「PTA 運営委員会だより」の作成です。その他にも、 

PTA 総会の資料の作成、印刷もしますよ。お手紙を配付する際の 

家庭数の把握も書記の仕事になります。 

Wordや Excel を使った作業が多くなるので、パソコンがあっ 

たほうが便利ですね。ただ、無料の Googleドキュメントやスプ 

レッドシートを使用することもできますので、Wordや Excel が 

なくても大丈夫ですよ。また、PTA 会議室のパソコンを使うこと 

も可能です。 

なるほど！色々工夫して作業できそうですね。ありがとうご

ざいます。 

次に会計さんのお仕事について教えてください。会計さんも

２人いますが、担当している仕事はそれぞれ違うのですか？ 

書記は、特に役割分担が決まっていないので、その時の作業内 

容によって、協力し合いながら進めています。お手紙を配付する 

際は、前もって PTA 会議室で印刷を行い、クラスごとへの仕分 

け作業を行います。現在はペーパーレス化によりミマモルメでの 

配信も多くなったので、印刷する回数はとても少なくなったので 

すよ！それに、仕事などで学校に行けない時は、他の役員の方が 

手伝ってくれるので、頻繁に学校に行けなくても大丈夫ですよ。 

ペーパーレス化によって、SDGs への貢献もできているのです

ね！ 

文書作成となるとパソコンの作業が多いのですか？ 

書記 牛山 諸岡 

ふむふむ。文書作成が主な仕事なのですね！ 

2 人でそれぞれ役割分担はあるのですか？ あと、印刷作業

は学校で行うのですか？ 

書記 牛山 諸岡 

会計 毛利 河野 

書記 牛山 諸岡 

書記 牛山 諸岡 



 

 

思ったほど頻繁に学校に行くわけではないのですね。それなら

参加できる人は増えそうです。その他には、どのような活動があ

りますか？ 

今回は、書記と会計の仕事について知ることができました！ 

4 名の方々ありがとうございました！ 

 次回は、いよいよ最終回。会長のお仕事についてお伺いした

いと思います！ 

会費は学校で管理しているのではないのですね！！ 

学校に行くことは多いですか？また、銀行にはどのくらいの頻

度で行くのですか？ 

出納係は、月に１～２回ほど請求書や会費を受け取るために、 

学校に行きます。銀行へは、月に１～２回ほど振り込みに行きます。 

帳簿係は、家で作業をすることが多く、比較的自分のペースで作 

業ができます。 

１人は出納係で、会費や警備費の計算をしたり、銀行に振り込み 

に行ったり、各委員会で使用した費用の支払いを行ったりします。 

また、それに伴う伝票の作成も行います。 

もう１人は帳簿係で、出納係からの伝票をパソコンで帳簿に入力 

し、決算に向けた資料を作成します。また、備品の発注なども行い 

ます。 

役員全体での活動として、PTA 運営委員会への参加や、やすら 

ぎの森除草作業などへの参加があります。やすらぎの森除草作業で 

使う道具の管理も、会計が行っていますよ。 

道具の管理もされているのですね。たしかに、鎌などの管理も

大切ですよね。 

お 2 人は友だち同士で、役員に立候補したのですか？ 

そういう場合もありますが、私は一人で応募しました。立候補し 

た当初、会計に 1 人しか立候補者がいなかったので、友だちを誘い 

ました。 

以前からやってみようか迷っていたので、声をかけていただいた 

ことをきっかけに立候補をしました。でも、今年度の他の役職の方

は、皆さん 1 人で立候補されたようですよ。 

PTA 役員になることで、学年を超えた保護者の方同士の友だ

ちや知り合いが増えそうですね！ 

会計 毛利 河野 

会計 毛利 

会計 河野 

会計 毛利 河野 

会計 毛利 河野 


