
令和３年度 四谷第六小学校 PTA 活動報告 

執行部

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 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) 

5/30 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(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 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) 

7/4 PTA 執行部 zoom 打ち合わせ(全員) 

7/8 校長先生、副校長先生と芝キャン打合せ(副会長) 

7/9 安全マップ配布(副会長) 

7/18 八校会 zoom 会議(正副会長・会計・書記) 

7/18 四谷地域スポーツ協議会 zoom 会議(会長・副会長) 

7/20 ラジオ体操のお知らせ HP 更新(副会長) 

7 月 小 P 連へ四谷第六小として要望提出(副会長) 

8/1 八校会ソフトボール大会キャプテン会議出席(正副会長) 

8/7 八校会バレーボール大会打ち合わせ(副会長) 

8/7 PTA の HP で、芝キャン中止のお知らせを公開(副会長) 

8/26 小 P 連会長会(会長) 

8/29 育成会校外生活部部会(サカフェスについて)(副会長) 

8/31 教育長を囲む会 (コロナ禍のため縮小版)(会長) 

9/4 八校会打ち合わせ(正副会長・書記) 

9/4 四谷地域スポーツ協議会 zoom 会議(会長・副会長) 

9/4 三校バレーキャプテン会議(正副会長・書記) 

9/12 PTA 執行部 zoom 打ち合わせ(全員) 

9/16 執行部続投確認(副会長) 

9 月 PTA 協議会互助会キッザニア応募用紙作成・募集 

9 月 小Ｐ連卓球・ソフト大会、キャプテンにヒアリング(副会長) 

9 月 地域防災訓練中止 

9/12 育成会校外生活部野球大会中止 

10/3 八校会ソフトボール大会出席(正副会長) 

10/5 地域協働学校出席(会長) 

10/9 PTA 執行部打ち合わせ (全員) 

10/9 キッザニア招待チケット抽選・発送(副会長) 

10/17 八校会バレーボール大会中止 

10/26 PTA 執行部 zoom 会議(全員) 

10 月 地域スポーツ、文化事業安全管理講習会(YouTube)

受講 10 月 育成会校外生活部サカフェス参加者募集案内(副会長) 

11/6 八校会打ち合わせ(正副会長・書記) 

11/6 四谷地域スポーツ協議会(副会長) 

11/6 育成会校外生活部会。サカフェス打ち合わせ(副会長) 

11/7 PTA 執行部打合せ(執行部全員) 

11/9 地域協働学校(会長) 

11/10 運営会議(執行部全員) 

11/14, 

21,28 

サカフェス練習(小学校グランド 9:30～11:30)(副会長) 

12/4 サッカーフェスティバル準備(設営準備等)(副会長) 

12/5 サカフェス実施・お手伝い (正副会長) 

12/14 ミニ音楽会(会長) 

12/14 地域協働学校 zoom 開催(会長) 

12/20 なわとびイベント(副会長) 

1/8 八校会正副会長会(正副会長・書記) 

1/18 新２～６年生 PTA 役員決め(執行部全員) 

1/26 スクリレデモンストレーション(正副会長・書記) 

1/14 6 年生小 P 連主催スポーツフェスタのチラシ配布(副会長) 

1/31 スポーツフェスタ申込締切延長の案内配布(副会長) 

2/5 PTA 執行部 Zoom 打ち合わせ（全員） 

2/7 新入生説明会 PTA 紹介（正副会長） 

2/9 第 3 回運営委員会 

2/17 小 P 連会長会（会長） 

2/26 八校会会議(正副会長・会計・書記) 

2/26 四谷地域スポーツ協議会(副会長) 

2/26 新執行部顔合わせ 

2 月 地域スポーツ・文化事業助成制度について動画視聴 

3/7 地域協働学校(会長) 

3/19 入学キット作成 

3/25 卒業式（会長※地協メンバーとして参加） 

3/29 小 P 連会長会 

3/19 FC 東京サッカー観戦優待（親子サッカー）チラシ配布 

3 月 PTA(八校会ソフト大会等着用)ユニフォーム作成 

＜総括＞  今年度もコロナ禍により、学校活動には様々な制限が設けられ、PTA活動も思うように進めることができませんでした。このような状況下

においても、昨年度の経験を活かし、色々と試行錯誤をしながらなんとか一年を終えることができました。昨年度は実施できなかったPTA関連イベント

も、少しずつ再開することができました。会員の皆様には、ご協力頂いたことを感謝申し上げます。 



 

学年代表委員

9/25 次年度輪番候補者確認等打合せ 

9 月 

下旬~  

次期候補者への通知文、免除・副会長立候補申請書

準備 

10/16 打合せ、印刷作業 

10/18 役員選出の案内、免除・副会長立候補申請書配布 

11/3 打合せ、免除・副会長立候補集計作業 

11/20 次年度役員選出話し合いのお知らせ作成（委任状、希

望役員アンケート、PTA 案内印刷） 

12/11 学代全員打合せ（1/18 進行のする合わせ） 

1/18 各学年保護者会後 役員選出の話し合い 

3 月 下

旬~ 

新 1 年生への手紙配布準備（4/6 まで） 

専門委員決めの準備 

<総括>  今年度も昨年同様コロナ禍により、イベントの手伝いなど行うことができませんでした。 打合せも大人数で集まることがなかなかできず、ま

た急遽保護者会日程の変更など 不測の事態もあり戸惑いもありましたが、会長、副会長また、執行部の皆様のフォローにより 一年間学代のお仕

事を進めることが出来ました。残る仕事は、各学年の専門委員決めと新一年生の 役員及び専門委員決めとなりますが、最後まで学代メンバー一

同力を合わせて頑張っていきたいと思います。 最後となりましたが、学年代表委員として PTA の活動、運営を知ることができ四六のことをより 深く知

れたこと、大変良い経験となりました。 今年度一緒に活動させていただいた皆様に深く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 

広報文化委員会 

4/25 委員の LINE グループを利用し、「ときわぎ１号」発行に

ついての打合せ 

5/17 学校側へ原稿作成用アンケートを提出、掲載用の写真

撮影 

6/6 デザイナーと打合せ 

6/20  「ときわぎ１号」初稿入稿 各委員はGoogleドライブ上

で掲載内容の確認  学校側、PTA 会長のチェック 

6/27  第２稿入稿  各委員、学校側、PTA 会長のチェック 

7/4  最終稿入稿  各委員がチェック、印刷へ 

7/16 児童に「ときわぎ１号」配布 

12/26  委員の LINE グループを利用し、「ときわぎ２号」発行に

ついての打合せ 

1/11 学校側に協力依頼文を提出 

1/13  学校側に６年生、担任用のメッセージカードを提出 

1/30  デザイナーと打合せ 

2/13  「ときわぎ２号」初稿入稿  各委員は Google ドライブ

上で掲載内容の確認  学校側のチェック 

2/21 第２稿入稿  各委員、学校側、PTA 会長のチェック 

3/6  最終稿入稿  各委員がチェック、印刷へ 

3/18 児童に「ときわぎ２号」配布 

＜総括＞  コロナウィルスの影響があるとはいえ、前年度に比べて多くの学校行事を執り行なわれ、例年通りときわぎも２号まで発行できたことは、

大変喜ばしく感じました。委員の皆さんは、一人一人が責任を持って取り組んで下さり、様々な仕事を分担・協力し合え、とても助かりました。 

学校側へは写真撮影や原稿の確認等で何度もご連絡したり伺いましたが、その都度丁寧にご対応頂き本当にありがとうございました。また、学校行

事の写真撮影はまだまだ難しく、ニシノフォトさんのご協力にも深く感謝申し上げます。 

 

芝生キャンプ委員会 

5/15 芝キャン zoom 会議 全員出席 

5/23 執行部定例 zoom ミーディング 

5/24 副校長に口頭確認 

5/28 副校長へ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） 

6/17 副校長へ打ち合わせ日程の確認② 

7/ 8 校長、副校長、PTA 執行部にて開催方針について打ち

合わせ→芝生キャンプ中止の決定と、コロナの状況を踏

まえた上で代替イベントについて今後検討することが決定 

8/７ PTA の HP 上にて、芝キャン中止のお知らせを公開 

＜総括＞  昨年に引き続き、芝生キャンプは中止となってしまいましたが、イベント案を持ち寄り、可能な限り実施へ向けての話し合いを行いました。 

次年度はコロナが落ち着き、芝キャンが開催されることを願っております。 

今年度、一緒に活動した PTA 執行部・役員の皆様、ご協力くださいました PTA 会員様、学校、その他ご関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

厚生委員会 

5/22  小 P 連、八校会関連イベントの引継ぎ 

6 月  八校会卓球大会 中止 

6/19  サッカーフェスティバルの引継ぎ 

10/3  八校会ソフトボール大会のお手伝い 

10/16  学校施設使用申請書を提出 

10/17 八校会バレーボール大会 中止 

12/5 サッカーフェスティバルのお手伝い 

1 月   小 P 連卓球大会 中止 

＜総括＞  今年度もコロナ禍の活動でした。ただ本年度は、屋外の競技については規模を縮小し感染対策を行った上で実施出来ました。 

前年度の委員の方は、イベント時のお弁当の購入や託児の必要性について検討しており、今年度へ引き継がれました。しかし、今年度も安全性を

考慮しお弁当、託児ともに中止となりました。この課題は次年度に引き継ぎたいと考えております。 

  



 

地域とみどりの育成委員会 

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 

6/21 芝刈り実施 

6/28 芝刈り実施 

7/1 芝刈り中止（雨天のため） 

7/5 芝刈り中止（雨天のため） 

7/8 芝刈り実施 

7/12 養生マット移動作業(雨でぬかるんでいたため、芝刈りは

なし) 

7/15 芝刈り実施 

7/19 芝刈り実施 

7/21 養生マット移動作業（ゴミの収集がないため、芝刈りは

なし） 

7/28 芝の穴開け、枯れた冬芝とり 

7/31 芝刈り中止（芝育成のため） 

8/4 芝刈り実施・花壇のお手入れ・芝の穴開け 

8/7~ 雪印種苗さんが種まきを実施 

8 月 芝育成のため芝刈り中止 

9 月 芝育成のため芝刈り中止 

10 月 冬芝養生期間のため芝刈り休止 

3/14 主事室にお礼のご挨拶 

＊ 毎 週

月・木 

8：50～芝刈り実施 

※4 月の新委員総会までに芝刈りの作業が入った場合は、旧委員にて対応する予定。ボランティアさんについては、毎回 2～4 名の方にご協力をい

ただく。毎週月・木 8:50～実施。 ただし夏休み期間は毎週水・土 8:50～実施。(7/24.8/11.8/14 は休み) 

 

＜総括＞  夏休みはとても暑い中、毎回 3 名ほど、多い時には 5 名のボランティアさんが参加してくれました。コロナ禍ではありますが、委員とボラン

ティアさんとで協力しながらスムーズに芝刈り活動ができました。 

養生期間は芝生に入ることができなくなりますが、芝生は夏はコンクリート、アスファルトより涼しさが保て、足への負担も少なくなります。そして、何より 

理屈抜きに芝生って気持ちいいな、と芝刈り活動を通じて実感しました。 

また、子供達が快適に過ごす為にも、芝生の保護活動がいかに大切かということを、みどり委員を通して知ることができました。 

今年度、一緒に活動した PTA 執行部・役員の皆様、ご協力くださいました PTA 会員様、学校、その他ご関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

スポーツカルチャー委員会 
定期事業 

5/9  四谷地域スポーツ文化協議会 

7/18  四谷地域スポーツ文化協議会 

9/4  四谷地域スポーツ文化協議会 

10/16~19 てならい展展示 

10 月 地域スポーツ、文化事業安全管理講習会(You 

Tube)受講 

11/6  四谷地域スポーツ文化協議会 

12/4  スポーツ交流会 

12/5 親子バドミントン 

12/11 親子スポーツ 

1/15 スポーツ交流会 

1/16 親子バドミントン 

2/26 四谷地域スポーツ文化協議会 

2 月 地域スポーツ・文化事業 助成制度動画視聴 

5～ 

11 月 

書道教室 10 回/サッカー教室 6 回 

親子スポーツ 3 回/親子バドミントン 5 回 

昔あそび 2 回 ⇒ すべて中止 

12～1 月  書道教室 4 回 ⇒ すべて中止 

2～3 月 書道教室 4 回/スポーツ交流会 2 回 

親子バドミントン 1 回 ⇒ すべて中止 

＜総括＞  スポカル事業は、レガス(新宿区)から毎年30万円程の助成を受け、イベントを開催していることで、学内だけでは完結せず、地域の学

校や団体とも、連携が必要で提出書類も多く、一年間でようやく流れを把握した所で引き継ぎとなります。 

今年度もコロナの影響で、大きなイベント、理科室での書道は中止せざるを得ませんでしたが、昨年度より感染症対策を徹底すれば開催可能とい

う事も分かり、後期には、バドミントン、卓球、スポーツ交流会などが、開催出来、多くの方々にご参加いただけて良かったです。 

ただやはり、例年の引き継ぎ資料では把握出来ないことばかりでしたし、開催可能か不可能かの判断をするのにも、学校、会長副会長、各担当

者、講師への連絡に月毎追われました。 

委員内も 8 つに分かれた LINE での話し合いでしたので、意思疎通の難しさを感じました。 

副会長副委員長と、こまめに LINE、zoom や対面での打ち合わせを行いながら協力し進められました。 

特殊な状況でのスポカル委員の活動を通じて、PTA の活動、スポカル事業の運営を知る事が出来、改善箇所も見え、本来の PTA 活動の意義な

ど改めて考える良い機会となりました。 

来年度の運営の仕方で、未定の所もあり引き続き話し合っていきますが、実際に開催してみないと分からないことも多々ありますので、その年その年

で、やりやすいやり方に改良していけば良いと思いました。 

ようやく把握出来た頃に終わりますが、次年度へ無事引き継げるよう、皆で協力していきたいです。 

1 年ご理解ご協力をいただきました皆様に感謝申し上げます。 

 



校外生活委員会 

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 

4 月 ピーポ 110 番安全マップ改訂版児童に配布 

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  

5/30   各町会ピーポ 110 番シール確認 

6 月 須賀神社例大祭の中止 

 新宿区小 P 連分科会など中止 

 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 

 四谷警察署に挨拶→交通安全の DVD の件 

6/26  地区班集会 中止 

6 月下旬 安全教室中止 

9 月 地区班名簿更新 

1 月 各町会へ次年度委員選出のお願い→特に 2023 年度

の委員長となる信濃町については早めに確認 

２月 ピーポ 110 番シール確認 

３月  新入生キットへ各町会案内 作成封入 

＜総括＞  本年度も昨年同様に、活動が大幅に縮小されました。地区班集会などが中止され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が、1.6 年の地区班編成の後声を掛け合う姿がみられました。 

子ども達、保護者の方々に改めて地域の様子を見直していただき、子ども達の安全に少しでも寄与できたら幸いです。 

 

卒業対策委員会 
4/22 卒業アルバムについてニシノフォト担当者と打ち合わせ。

値段と冊数確認 

5/3 卒対会議。1 年の流れと役割分担決め 

5/10 卒業アルバムについてニシノフォトより 1-5 年時の思い出

ページ作成用写真データの受取り  非常事態宣言中

の為、集まれないので SD でデータ共有。卒対全員で確

認、選択 

5/14 卒対費集金の手紙配布。6 月末までに集金 

6/25 卒業アルバム一回目の写真選択完了、集計後、担当

者に提出して人気のあった写真をメインに一回目の叩き

台を制作依頼 

7/12 卒業アルバムの制作途中経過報告 

8/16 卒業アルバム 1 回目の叩き台完成 

8/31 中田ハンガーに注文 

9/13  卒業アルバムのチェック完了、西野フォトに修正依頼 

9/24 感謝の集い開催について校長および副校長との打合せ

により、卒業感謝の集いの   中止を決定  代替

案、来賓用の贈り物、感謝の手紙について決定 

10/4 ハンガー代支払い 

10/6 卒業アルバム写真差し替え後、2 回目の校正データ配

布 

10/29  卒業アルバム表紙の文字についての確認 

11/4 感謝の集いの中止代替案、来賓用の感謝の品の打合

せ 

11/8 感謝の集い中止の手紙配布 

11/17 感謝の集い中止に伴う卒業感謝の品送付対象リストを

副校長に確認いただき、感謝の品を6 年間の活動写真

DVD に決定 

11/20 感謝の品向け 6 年間の活動写真選定（第 1 回） 

11/30 卒業アルバム 2 回目校正完了同時に各学年人数カウ

ント完了。感謝の品への写真・動画収録承諾確認手

紙を保護者へ配布 

12/2-7 感謝の品収録コメントを検討 

12/13 感謝の品向け 6 年間の写真選定（第 2 回）、感謝

状印刷、ミニ音楽会リハーサル撮影 

12/14 ミニ音楽会撮影 

12/16 感謝の品作成完了 

12/17 感謝の品に同封するメッセージカード作成 

2/15 卒業アルバム 1-5 年までの校正ページで再度児童数の

カウント。 

2/17 花束発注 

2/18 感謝の品 DVD ラベル決定 

2/25 卒業アルバム最終調整の上、担当者に提出、最終稿

待ち 

3/10 感謝の品同封メッセージカード印刷および送付用宛名

入り封筒準備 

3/12 卒業アルバム全体の最終校正受け取り、請求書受領 

3/14 保護者会後に参加役員で確認。ハンガー納品 

3/16 同窓会費を会長宅へ支払い。同窓会よりお祝い金 2

万円受領 

3/18 アルバム代金の支払い（現金で会社に直接支払い）

68 冊分 

3/22 卒対費の返金作業 

3/24 卒業式前日、卒対委員より児童の机上に記念品配布 

3/25 卒業式当日、写真撮影前に校長先生、副校長先生、

6 年担任の先生へ保護者より花束贈呈、保護者へ卒

対費会計報告並びに残金返金 

4/29 卒業アルバム配布予定 

＜総括＞  新型コロナウイルス感染拡大の影響で、昨年に引き続き例年通りに活動できないことが多々ありましたが、先生方、PTA の役員の皆

様、そして保護者の皆様の多大なるご協力のおかげで、無事卒業式を迎えることができました。 

今年の６年生は生徒数も多く、それに伴い卒対も 10 人で行うことができたので、アルバムチーム、記念品・集いチーム、会計、書記等分業しながら

進めることがきました。初めは zoom にての会議でしたが、少人数で集まったり、SNS を活用しながら工夫して進めていきました。 

PTA より 69､000 円のお祝い金を頂きました。心より感謝申し上げます。 

  



 

スポーツ交流部 
●ソフトボール● 

毎 週 土

曜 

朝練 10/3 八校会ソフトボール大会開催 

11 月 年内練習終了 

＜総括＞  毎年秋に行われる八校会ソフトボール大会に向け、毎週土曜日の午前6時～8時まで南元町公園グラウンドにて早朝練習を行ってい

ます。自由参加としておりますので、お仕事やご予定がある方は早めに練習を切り上げるなど、無理のない範囲でご参加いただけます。 

未経験者も大歓迎です。日頃の運動不足の解消や、学年を超えた保護者の親睦を深めることも目的に活動していますので、お気軽にご参加くださ

い。 

 
●バレーボール● 

8 月 八校会バレーボール大会打ち合わせ 

8/7 練習 

9 月 八校会バレーボール大会キャプテン会議 

9 月 四谷地区バレーボール大会中止 

9/4,23 練習 

10 月 八校会バレーボール大会中止 

11 月 小 P 連バレーボール大会中止 

1/23 練習 

＜総括＞  新型コロナウイルス感染拡大の影響により、体育館開放がなかったため、小学校の体育館では練習を行うことができませんでしたが、外

部体育館を使用して希望者のみマスク着用で練習を行いました。３校のキャプテン会議を行い、大会の開催の実現に向けて意見を交わしましたが、

体育館での練習ができない中では、ケガや事故が予想されるため断念しました。 

部員の多数が６年生の保護者で卒業となりました。部員増加を試みながら、練習の機会が少しでも増えることを願っています。 

 

●卓球● 

6 月 八校会卓球大会中止 

10 月 親子スポーツ中止 

11 月 親子スポーツ中止 

12 月 親子スポーツ 

＜総括＞ 

コロナ渦の中、令和三年度は、12 月 11 日のみの開催となりましたが、多くの方々に参加して頂き、子供達だけでなく保護者の皆様にも楽しんで頂

き、一度でも開催できてよかったと思っております。 

学年行事の都合で、体育館反面での開催となりましたが、今年度は、全面でより多くの方に楽しんで頂けるよう活動していきたいと思っております。初

心者の方も、経験者の方も、奮ってご参加頂けたらと思います。 

部員の数も少ない為、この活動を通し、少しでも入部して頂けるようお声掛けしたいと思います 


