
令和３年７月 13日 AM10:00〜Zoom によるリモート会議 

 

令和３年度 第１回 運営委員会 四谷第六小学校 PTA 

■ご挨拶 

作本会長より 

本日はお忙しい中、運営会議にお集まりいただき、ありがとうございます。当初の予定では、関係者が一同に会して運営会

議を行う予定でしたが、緊急事態宣言が発出されたため、学校側との協議のうえ、急遽 Zoom会議に変更しました。学校

関係者は不参加となっておりますが、メッセージをいただいておりますので、後ほど紹介いたします。 

さて、学校側の状況ですが、一学期は多くのイベントが中止、または制限付きでの実施となっております。このような状況に

おいては、PTA活動も制限せざるをえず、ほとんどの委員会はまともな活動ができていないのではないかと思います。各委員会

からの活動実績の報告はあまりないと思いますので、各委員会が抱える課題や要望などについて議論できればと思います。そ

れではよろしくお願いします。 

 

岩澤校長より（代読 高橋副会長） 

本年度第一回 PTA運営委員会、皆様と直接お話しできる機会がもてるものと思っていましたが、残念ながら緊急事態

宣言再発出による ZOOM開催ということで、メッセージのみ送らせていただきます。 

ここまで 4月の保護者会でお約束したとおり、「安心・安全」を第一に運営してまいりました。本日に至るまで、本校で学

級閉鎖や集団 PCR検査等行わずに来れていますこと、保護者の皆様のご協力あってのことと深く感謝申し上げます。区内

学校・園では、たいへん厳しい状況もあったように聞いています。今後も 11歳以下児童にはワクチンの接種の見通しが立って

いませんので、より一層注意を払って進めてまいりたいと思っています。 

2学期には、9月・5年生女神湖移動教室、10月 6年生伊那移動教室、11月・展覧会、12月ミニ音楽会と大き

な行事が予定されています。感染状況をにらんでではありますが、ぜひ通常に近い形で実施していきたいという思いでいっぱい

です。今後も皆様のご理解とご協力をお願いさせていただき、ご挨拶とさせていただきます。 

 

岡副校長より（代読 高橋副会長） 

日頃より、教育活動にご協力いただき心より感謝いたします。今回は、対面でお話できるのでは、と思っていましたが、大

変残念に思います。 

学校は子どもたちが「仲間と一緒にいると楽しい!」と感じながら学んでいく環境を整えようと思います。ご自身のお子様が孤

立していないだろうか、困っていないだろうか、学校の様子をなかなか見ることのできない、聞いても知っている人が少ない現状

から、様々な不安があるかと思います。そのような時は、遠慮なさらず、担任や副校長へ気軽にご相談ください。大人が些細

な変化に気付いてあげることで子どもを救います。 

さて、緊急事態宣言下での夏休み、開放プールも中止、外出自粛、子どもたちがどのように過ごしたらよいか、家族ぐるみ

で考えなければならない時期です。学校も様々な課題を提供しながら、有意義な過ごし方を考えさせようと思います。ぜひ、

ご家庭でもご協力をお願いいたします。 

 

スクールコーディネーター松島さんより（代読 高橋副会長） 

もうすぐ夏休みですね。なかなか外出がままならない今年の夏休み。子どもたちにはおうちの手伝いをしてもらってください。

年齢にあわせて、本人と相談しながら、そして、やってくれたら、「ありがとう」「助かった」と。子どもたちは、家の役に立っていると

思うことで社会性や自己肯定感などがはぐくまれます。 

また、あいさつにも心がけてもらえたらと思います。「おはよう」「いただきます」「ごちそうさま」「行ってらっしゃい」「行ってきます」

「ただいま」「おかえり」「おやすみなさい」あいさつは人とのコミュニケーションの第一歩。地域の人や親せきの人にも会いづらい夏

だから是非ご家庭でお願いしたいと思います。 

 



■執行部より活動報告と活動予定など：作本会長 

＜活動報告＞ 

1/20 新旧執行部、LINE にて自己紹介（全員） 

2/27 新旧執行部顔合わせ（全員） 

3/19 学代・卒対引継ぎ（副会長） 

3/21 校外生活委員引継ぎ（副会長） 

4/6 入学式（正副会長） 

4/8 専門委員決め（副会長） 

4/12 専門委員決め（副会長） 

4/13 第 1回地域協働学校運営協議会（会長） 

4/21 新委員総会（全員） 

4/23 離任式・お花贈呈（副会長） 

4/24 会務引継ぎ（全員） 

4/26 地域とみどりの育成委員会、芝刈りレクチャー（副会長） 

4/28 地域とみどりの育成委員会打合わせ（副会長） 

5月 八校会歓迎会中止 

5/9 ZOOM定例会議（全員） 

5/9 四谷地域スポーツ協議会（副会長） 

5/9 八校会第１回会議(正副会長・会計・書記) 

5/14 卒対集金案内印刷（副会長） 

5/15 芝キャン ZOOM会議（副会長） 

5/22 厚生委員会スポーツ部引継ぎ（新旧副会長・委員長） 

5/23 芝キャンについての ZOOM臨時会議（正副会長） 

5/24 副校長に芝キャンについて口頭確認（副会長） 

5/28 副校長へ芝キャン打ち合わせ日程の確認①（6/15 に決定するも、緊急事態宣言発令のため延

期）（副会長） 

5/30 四六小運動会（地協メンバーとして会長出席） 

6/6 ZOOM定例会議（全員） 

6/17 副校長へ芝キャン打ち合わせ日程の確認②（副会長） 

6/19 サッカーフェス旧委員から引継ぎ（新旧副会長・委員長） 

6/19 第 3回地域協働学校運営協議会（会長） 

6/24 小 P連 R2-3年度合同会長会（会長） 

＜今後の活動予定＞ 

7月 四谷地区青少年育成委員会全体会（副会長） 

7/8 学校・PTA で芝キャン打ち合わせ（副会長） 

7/18 四谷地域スポーツ文化協議会（副会長） 

7/18 八校会第 2回会議(正副会長・会計・書記) 

11/3 スポーツ文化フェスタ受付・警備（副会長） 

12月 四谷地区青少年育成委員会全体会（副会長） 

1/16 新宿区シティハーフマラソン引率（副会長） 

3月 四谷地区青少年育成委員会全体会（副会長） 

作本会長： コロナ禍であまりイベントもないため目立った活動はありませんが、執行部の活動としては集まって話などはして

います。地域共同学校や小 P連など対外的な会合には参加しています。秋以降イベントが再開すれば活

動も増えてくると思うので、その際は各委員会と連携して活動していきたいと思います。 

 



■各専門委員より活動報告と予定など 

 

◆学年代表委員：山形委員長 

＜活動報告＞ 

転出入児童の把握作業 

＜今後の活動予定＞ 

特になし 

 

◆広報文化委員会：佐藤委員長 

＜活動報告＞ 

4/25 LINE上でときわぎ第１号編集会議 

5/17,18 ときわぎ第１号教職員アンケート、写真撮影 

7/4 ときわぎ第１号入稿 

＜今後の活動予定＞ 

7/16 ときわぎ第１号納品 

7/20 ときわぎ第１号配布 

9/25,26 芝生キャンプ取材 

12月初旬 ときわぎ第２号編集会議 

＜その他＞ 

・7月と 3月に広報誌発行。7月 14日に第 1号納品、来週配布予定。 

・入学式、運動会なども入れなかったため、ニシノフォトさんから写真を提供してもらった。 

・２学期以降はコロナの状況を見ながら行事等で取材をしていきたい。 

 

◆芝生キャンプ委員会：飯島委員長 

＜活動報告＞ 

5/15 開催方針についての ZOOM打ち合わせ 

7/8 学校側と開催についての打ち合わせ 

＜今後の活動予定＞ 

9/25 の芝生キャンプを年明けに延期。通常開催ではなく感染対策を考慮したイベントを企画予定。 

前向きにやることを検討していく。学校側としては月１で一つ一つの行事を丁寧に実行していきたい。今後も意見を集約しながら学

校側とコミュニケーションをとっていきたい。 

 

◆厚生委員会：坂本副委員長 

＜活動報告書＞ 

6/19 副校長に『校庭ならびに体育館使用のお願い』を提出 

6月 卓球大会中止 

＜今後の活動予定＞ 

9/26 ソフトボール大会（規模を縮小して開催）（予備日 10月 3日） 

10/17 三校バレーボール大会 

12/5 サッカーフェスティバル 

＜その他＞ 



10/17 の三校バレーの日程は例年はキャプテン会議で決めているが、今年はどのように決定したのか。 

⇒八校会議で決定した。今後連携を強化し、決定方法について確認する。 

その他、小 P連からもバレーボールとソフトボール大会の連絡がきているので、別途連絡予定。 

 

◆地域とみどりの育成委員会：宮川委員長 

＜活動報告＞ 

4/26 芝刈りレクチャー（新・旧委員参加） 

4/28 ボランティア募集チラシの内容について協議 

5/10 芝刈り実施 

「芝刈りボランティア募集」のお知らせ印刷・配布作業 

5/24 芝刈り実施 

＊5月末よりボランティアさんに芝刈り日程と実施の有無をメールで連絡。以降、ボランティアさんのご協

力をいただきながら芝刈り実施。 

6/7 芝刈り実施 

6/10 芝刈り実施 

6/14 芝刈り中止。雨天のため 

6/17 芝刈り実施・花壇の花植え 

＊6月は毎

週月・木 

8：50〜芝刈り実施予定 

＜今後の活動予定＞ 

天候をみながら週 2回、8：50〜芝刈り実施予定。 

夏休みのみ、水曜日と土曜日に実施予定。 

ボランティアの登録数 22名。毎回 2〜4名の方にご協力をいただく。 

 

◆スポーツカルチャー委員会：近藤副委員長 

＜活動報告＞ 

・定期事業・・・コロナ感染拡大が心配されるため中止になりました。 

5〜7月 サッカー教室（4回中止） 

6〜7月 書道教室（4回中止） 

6〜7月 親子バドミントン（2回中止） 

6/12 昔あそび（中止） 

・その他 

5/9 四谷地域スポーツ文化協議会出席 

感染対策マニュアル・感染チェックリスト修正 

開催に向けてチラシのたたき台を作成 

＜今後の活動予定＞ 

※コロナ感染状況により中止する場合があります。 

・定期事業 

9/11、9/25、10/2、10/23、11/13、11/27、

12/11、12/25、1/8、1/22、2/12、2/26、3/12、

3/26 

書道教室 

9/12、9/26 サッカー教室 

9/19、10/24、11/14、12/5、1/16、2/13 親子バドミントン 

9/11、10/23、11/13、12/11 親子スポーツ 

12/4、1/15、2/5、3/5 スポーツ交流会 

9/11 昔あそび 



・その他 

 四谷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 

11/3 四谷スポーツ文化フェスタへの参加 

＜その他＞ 

・現状、すべての活動を休止中。子供たちに活動する場を提供したいという思いはあるが、緊急事態宣言が頻繁に出されている現

状があるので今後の活動もその都度状況を見ながら判断していきたい。 

・９月以降の活動について、書道の渡辺先生から教材の発注があるので、8/15頃までには参加者を確定してほしいとのお話しがあ

った。その場合、夏休み前にお知らせのチラシを配布しなくてはいけないので、早めの決定が必要。参加者確認、感染症チェックなど

も必要となる。 

⇒9月については書道以外も含め、スポカルのすべての行事を中止とする決定。 

 

◆校外生活委員会：高橋委員長 

＜活動報告＞ 

4/21 PTA総会、新委員総会出席 

 各町会委員長にメールで挨拶 

4/26 地区班編成(1、6年のみ) 

校外委員はお手伝い中止 

 ピーポ110番安全マップ改訂版児童配布 

5/10 地区班名簿各町会配布 

 ピーポ110番協力店舗に改訂版マップ配布、各町会シール確認を依頼(〜5/30)→報告済み 

 須賀神社例大祭の中止 

 新宿区小P連分科会など中止 

6/26 地区班集会中止 

6月下旬 安全教室中止 

 各町会、ラジオ体操等確認 

 各町会、危険箇所確認→夏休みの安全マップ作成。学校、四谷警察署、会長確認 

→7月9日配布 

＜今後の活動予定＞ 

7/13 運営委員会参加 

9月 地区班名簿更新・冬行事など確認 

1月 各町会校外委員防犯ポスター貼り換え 

２月 ピーポ110番シール確認 

３月 新入生キット各町会案内作成・封入 

3~4月 新年度交通安全教室日程調整 

＜その他＞ 

・本年度も昨年同様に、地区班集会などが中止されました。同じ通学路の子ども達が顔を合わせて確認する機会が減る事は残

念です。しかし、1.6 年の地区班編成の後、声を掛け合う姿がみられ安心しました。 

・下校中の事故がありました。自転車との接触です。最近はスピードがとても出ている自転車が多くあります。 

こちらが交通ルールを守っていても巻き込まれる事があるかもしれません。道路は常に注意し、開放感がある夏休みも気をつけて過

ごして欲しいと思います。 

・夏休みの安全マップを作成し、配布済み。QRコードが記載されており、PTAのホームページにアクセスできる。そこから、ラジオ体操

や盆踊りの予定をお知らせする。（今のところ、内藤町と須賀町はラジオ体操検討中。他は中止決定） 

 

◆卒業対策委員会：森委員長 



＜活動報告＞ 

4/21 新委員総会、及び令和２年度卒対委員長より引き継ぎ 

5/3 第一回卒対委員会議（ZOOM） 

5/14 「卒業対策活動と予定並びに集金のご案内」配布 

5/19 アルバム班より個々に写真選定用のデータを配布（6/25 までに個別選択作業） 

6/23 「卒業対策活動と予定並びに集金のご案内」再配布（未入金の方対象・学校臨時公開日） 

＜今後の活動予定＞ 

７/６ 未振込者へ個別に再案内 

7月上旬 卒業記念品（ハンガー）発注（3月納品予定） 

8月中旬 5年次までのページ、仮レイアウト依頼、校正終了 

＜その他＞ 

・卒対費について、すべて集金完了。 

・卒業アルバムについて、行事が少なかったことから写真が少なく、鼓笛の全体写真なども使用したいので、そういう機会を作ってもら

えるか学校側と相談したい。 

 

◆スポーツ交流部◆ 

●ソフトボール● 

＜活動報告＞ 

毎週土曜 朝練習 

＜今後の活動予定＞ 

8/1 キャプテン会議・合同練習 

9/26 八校会ソフトボール大会（10/3予備日） 

●バレーボール● 

＜活動報告＞ 

練習は一切休止 

＜今後の活動予定＞ 

9-10月 四谷地区大会 

10/17 三校バレー大会 

11/20,21 小 P バレーボール大会 

●卓球● 

＜活動報告＞ 

6月 八校会卓球大会中止 

＜今後の活動予定＞ 

年 5回 スポーツ交流会（2021/9/11, 10/23, 11/13, 12/11, 2022/1/15） 

1/16 小 P卓球大会 

スポーツ交流会とは？⇒スポカル枠で予算や会場をおさえて、スポカル行事と一緒に開催している。卓球部が主体でスポカルが受

付などお手伝い。お知らせは卓球部が配布。 

 

 

■その他意見交換 

◆芝キャン開催について：芝キャン委員 

・6年生には思い出作りとしてどんな形でも開催されることを希望する。 



・2年連続多くの行事がなくなり、高学年の思い出作りやアルバムの写真のことも考え、学校側に思いを伝えた。学校側も前向きに検

討してくださるとのこと。ご家庭からの声を多く拾えば、学校側にも図りやすい。ヒヤリングやアンケートを実施したい。⇒アンケート実施に

向けて検討 

◆小 P連の会合で他校の様子を聞くと、学校側との対面のミーティングを毎月やっている学校もある。今日の運営会議でも感じたが、学

校側と意見交換をしないと進まない議題も多いので、このような状況ではあるが、何とか対面で話をする機会を作ってほしい。 

◆卒対費集金について：卒対委員 

・PTA に入会されていない方の対応について、今後のガイドラインの作成が必要ではないか。 

また、卒業に向けて膨大な量の活動が行われていて、その作業の積み重ねで成り立っているということは伝えていきたい。 

⇒しっかり検討が必要な課題として、PTA として今後取り組んでいきたい。 

 

■次回運営委員会の日程 

11月 10日(水) 10:00～ （予定） 場所は追ってご連絡いたします。 

 

・運営委員会は PTA の様々な事が決定される重要な委員会です。 

お忙しいとは存じますがスケジュールのご調整を頂きご出席くださいますようお願いいたします。 

・開催の二週間前を目安に、運営委員会開催のお知らせを配布します。 

締切日までに各委員より各担当副会長までに活動報告と次回運営委員会までの活動予定をご提出ください。 

箇条書きで簡単な内容で構いません。ワード文書添付またはテキストでメール送信してください。 

 


