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2020年2月5日(水) 10:00　＠1階会議室 

令和元年度 第３回 運営委員会　四谷第六小学校PTA 

◾ ご挨拶 

　豊嶋会長より


これより本年最後の運営委員会を始めさせて頂きます。 

現在の役員の皆さまにおかれましては、これまでの間PTA活動にご尽力をいただきましたこと厚く
御礼申し上げます。学代の皆様を中心に次年度の体制が新一年生を除きほぼ決定しました。これよ
り新旧の引き継ぎ等ありますが、円滑に事務が進むようにご配慮のほどよろしくお願いします。 

私もこの一年、委員の皆様と活動を進めていく中で皆様よりご意見や要望をお寄せ頂き、行動に移
せたこと、また引き続き検討が必要で翌年度へ繰り越しする事案など、まだやり残していることも
数多くあります。来年度の体制にしっかりと引き継いでいけるよう、ひとつひとつ丁寧に進めて参
りたいと思います。 

先日、国立競技場をもっと知って東京2020大会を楽しもう、というイベントがありました。プログ
ラムの中で5年生がチェンバーフィルハーモニック東京のオーケストラとコカリナ演奏とコラボをし
て素敵なハーモニーを奏でました。 

いよいよオリンピックの開幕が目前だと実感しました。これからもオリンピック絡みの様々なイベ
ントの催しがありますが、子どもたちにとっても歴史に残ることは間違いありませんので、是非と
もイベントにもご参加のほどよろしくお願いします。 

　校長先生より 

1年間皆様のお陰で色々なことが滞りなく行われましたので、感謝申し上げます。学校では現在、
来年度の活動に向けての計画を立てているところです。ご承知のとおり、学習指導要領が新しくな
ります。外国語やプログラミングなど新しいことが次々に入ってきて、更にオリンピックもありま
すので、慎重に、大胆に進めていきたいと思っております。今後は、２月１５日の四谷区民ホール
でイベントの参加や、３月２９日は新宿パレードの参加もあり、色々なところで四六の子供たちが
頑張りますので、応援をよろしくお願いします。 

　副校長先生より 

1年間ありがとうございました。PTAの方々や地域の方々に支えられていると感じた1年間でした。
様々なイベントへの参加が予定されていますが、子供たちが楽しく、充実して参加できるよう、教
職員一同で話をしながら考えて進めているところです。色々な場で、四六らしさを出せるようにし
ていきたいと思っております。 

コロナウイルスの問題などありますが、今のところ、インフルエンザなど、大きな混乱などありま
せん。一人一人が健康について関心を持って予防するという事を大事にしています。友だちや、周
りの人を大事にするという事を、この機会に学んでいきたいと思っています。 

今年度も後少しですがよろしくお願いします。 



2

　スクールコーディネーター松島さんより 

１年間ありがとうございました。PTAでは、芝生で関わることが多かったのですが、子供たちが芝
生の上で元気に遊んでいる姿を見ますと、良かったと思います。また暖かくなりましたら、芝刈り
のお声掛けをしますので、よろしくお願いします。 

2月はふれあい月間となっております。早速３日からふれあい授業に地協や地域の方にそれぞれの
学年に入っております。教える立場である先生とは違う想いや経験などが、子供たちに伝わるとい
う事がいいところだと思っています。 

明日から読み聞かせも始まります。保護者の方の協力もあり、全クラスに入ります。ご家庭でも、
お時間があれば子供と一緒に本を読んでみるのもいいかと思います。 

育成会では年度末に向けて「ピーポー110番の家」の確認をしています。マップの書き換えはありま
せんが、町の困りごとなどについて、気が付かれた事がありましたら、地域の校外委員さんにお伝
え願います。ご協力をよろしくお願いします。 

◾ 執行部から 

＜活動報告＞ 

11月30日（土）  運営委員会 

　　　　　　　  サッカーフェス前日準備　副会長出席 

12月 1日（日）　サッカーフェス当日　7時～17時まで　会長・副会長出席 

12月 3日（火）　小Ｐ連会長会　本校会場のため、副会長・会計お手伝い　会長出席 

12月 6日（金）　小学校オリンピックメダル申込み締め切り 

12月 7日（土）　八校会、四谷地区スポーツ協議会　会長・副会長出席 

12月10日（火）  定例会 

12月25日（水）  新宿区シティハーフマラソン打ち合わせレガスにて 会長出席 

1 月 9日（木）　小Ｐ連卓球大会代表者会議　運営校として蓬田さん・会長 出席 

1 月14日（火）　地域協働運営委委員会　会長出席　定例会　副会長4名出席 

1 月19日（日）　小Ｐ連卓球大会　新宿スポーツセンターにて 

　　　　　　　　 8時半～17時　会長・蓬田さん・副会長・書記にて運営 

1 月21日（火）　保護者会後、2020年度役員、委員選出 

　　　　　　　 会長・副会長・書記・会計にて学代委員と協力し取り纏め 

1 月24日（金）　学校給食運営協議会　副会長出席 

2 月 5日（水）　運営委員会 

＜今後の予定＞ 

2月中　　　　　旧役員から新役員に申し送り 

3月中　　　　　卒業式お手伝い　幼稚園卒園式・中学卒業式参列 

4月中　　　　　入学式お手伝い　幼稚園入園式・中学入学式参列 
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◾ 各専門委員会より活動報告と予定など 

◆学年代表委員◆ 

＜活動報告＞ 

1.運営手伝い…サッカー大会、卓球大会など 

2.来年度役員・専門委員選出手続 

◆広報文化委員会◆ 

＜広報活動報告＞ 

12/ 1　サッカーフェスの取材とHP更新 

12/10　スケート教室取材とHP更新 

12/17　マラソン大会の取材とHP更新 

12/19　副校長へ、ときわぎ63号原稿依頼書 

12/24　6年生にときわぎ「ひとこと」回収 

1 /19  卓球大会取材とHP更新 

1 /21  校長、副校長、6年生担任、各クラス担任へ依頼書 

1 /28  依頼書回収 

2 / 1 「国立競技場をもっと知って東京2020大会を楽しもう！」コカリナ参加（5年） 

＜今後の活動予定＞ 

2月初旬 ときわぎ第2号・卒業生アンケート、写真撮影 

2 /13   移杖式 

2 /15  「新宿区男女共同参画フォーラム」出演（2,5年） 

3月初旬 ときわぎ第2号完成、配布 

◆芝生キャンプ委員会◆ 
＜ 活 動 報 告 ＞   

特になし 

＜今後の活動予定＞ 

2月中に新年度担当者引継ぎ予定。 
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◆厚生委員会◆ 
＜活動報告書＞ 

5/26   運動会見回り　体育館近辺見回り 異常なし 
6/23   八校会卓球大会（四谷小学校）選手11名　託児8名　けが人　なし 

7/10   運営委員会 厚生委員 

7/20   芝生キャンプ かき氷担当 14:30～17:30 無事終了 

（空のカップのゴミ処理に関して、各自持帰りについて今後の課題） 

（シロップに関して、ブルーハワイが人気の為、来年以降、付け足したが必要） 

9/16   八校会ソフトボール大会（四谷中学校） 雨の為延期 

9/21   八校会ソフトボール大会  託児5名   無事終了 

10/20  三校バレーボール大会（四谷第六小学校） 託児8名 無事終了 

11/30  運営委員会 厚生委員 

11/16  小Pバレー大会（新宿スポーツセンター）　託児なし 

12/1   育成会サッカーフェスティバル（花園小学校）清掃無事終了 

1/19   小P卓球大会・・・託児８名　怪我人なし 

◆地域とみどりの育成委員会◆ 
＜活動報告＞         

12月は、チューリップの球根を植える作業をしました。 

【12月】 

5日芝刈り実施 

12日芝刈り中止 

16日チューリップの球根植え 

１月、2月の芝刈りはありません。 

＜今後の活動予定＞ 

5日引き継ぎ(予定) 

 芝刈りは、3月に再開する予定 

◆スポーツカルチャー委員会◆ 
活動報告 

　＜定期事業＞ 

11/ 2  書道教室　30名参加 

11/ 9  書道教室　22名 

11/16  親子スポーツ　13名 

11/17  親子バトミントン　27名  

12/ 7 　 書道教室　35名 

12/ 7  スポーツ交流会　11名 

12/ 8  親子バトミントン　9名 
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12/14  親子スポーツ　15名 

12/14  書道教室　28名 

活動予定 

＜定期事業＞ 

書道教室：2/8　2/22  3/7 3/14　 

書道（てならい展の練習日：2/1（PM） 2/15（AM,PM）2/29（PM）3/7(AM)　3/21(AM,PM） 

スポーツ交流会：2/1 3/7 

親子バトミントン：2/16  

今年度の活動について 

＜定期事業＞ 

1 書道教室　毎月2回＋年次テスト＋てならい展練習 

2 サッカー教室　6回 

3 親子バドミントン　8回 

4 親子スポーツ（卓球）4回（ＰＴＡ卓球部と共催） 

　 ⑤スポーツ交流会（第一土曜日）　4回 

＜その他＞ 

・四谷地区地域スポーツ文化協議会　会議出席 

・芝生キャンプのサポート 

・四谷スポーツ文化フェスタ（11/3）への参加　 

・定期事業 

◆校外生活委員会◆ 
＜ 活 動 報 告 ＞ 

とくになし 

◆卒業対策委員会◆ 
＜活動報告＞ 

活動報告 

11/30　委員打合せ(「卒業感謝の集い」招待客の確認　他) 

12/21　招待状作成 

1/10  招待状発送 

1/18  委員打合せ（「感謝の集い」席次、式次第、他） 

1/21　保護者会にて今後の予定に関する文書を配布 

　　　 卒業アルバムの写真選定、レイアウトを並行して実施 

副校長先生をはじめ、先生方には招待状の発送や出欠にご尽力頂き有難うございました。 
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◆スポーツ交流部◆ 

●卓球　　1/19日 小P連卓球大会 親睦の部に参加 

●バレーボール・ソフトボールは特になし 

◾その他 
●執行部より 

・規約の変更の件 

第３３条の専門委員会の項目について、以下の通り一部名称の変更があります。 

変更点は2点、広報委員会と文化委員会について→広報文化委員会へ変更、卒業対策委員会がこれ
まで活動されていたにもかかわらず規約に入っていなかった為、今回明記させていただく事とさせ
ていただきたいと思います。 

今回は、新たに専門委員会を立ち上げるという事ではなく名称の変更のみですので、臨時総会の決
議を経ず、運営委員会での決議を持って替えさせて頂きたいと思います。 

出席者による賛同の拍手多数を持って承認とみなし、規約３３条の改正をさせて頂きます。 

◉規約第３３条の専門委員会の名称の変更 

◇旧名称◇ 

１、学年代表委員会 

２、広報委員会 

３、文化委員会 

４、四六スポーツカルチャー委員会 

５、地域とみどりの育成委員会 

６、芝生キャンプ委員会 

７、厚生委員会 

８、周年事業委員会 

９、校外委員会 

◇新名称◇ 

１、学年代表委員会 

２、広報文化委員会 

３、四六スポーツカルチャー委員会 

４、地域とみどりの育成委員会 

５、芝生キャンプ委員会 

６、厚生委員会 

７、卒業対策委員会 

８、周年事業委員会 

９、校外委員会 
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・新一年生役員輪番について 

出席者立会いにより、来年度の一年生の輪番のくじ引きの結果は＜ま行＞となりました。 

・先日書面で行わせて頂きました臨時総会にて、新役員について３０８家庭中２２９家庭の承認を
頂きました。過半数を超えましたので、これを持って承認とさせて頂きます。 

・小P連より、防犯グッズとして多目的ライトを10本ほど頂いています。先生方と話合って活用して
いきたいと思います。 

・ペーパーレス化の取り組みを進めています。広報の方に尽力頂いて、HPに少しづつアップしてい
ます。議事録などについては、HPを見て頂くようにしていきたいと思っています。 

・PTAからのお知らせを配信するツールとして、現在試験的に「マチコミ」というアプリを登録し
ております。4月以降の導入を検討しています。 

●校長先生より 

・来年度からの教材費の集金方法を変更いたします。PTA会費と同じく振込にしたいと思います。
詳しくは改めてお手紙でお知らせいたします。 

・学校もシステムが変わりまして、メールを登録し直して頂くことになりますので、ご承知おきく
ださい。 

今年度の運営委員会は今回が最後となります。 

以上で第三回運営委員会を終わります。ありがとうございました。　　
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