2021 年２月 13 日 AM10:00〜Zoom によるリモート会議
議事録作成 書記 西尾拓人

令和２年度 第１回 運営委員会 四谷第六小学校 PTA
■ご挨拶
児玉 校長・ 岡 副校長 （代読 西野副会長）
緊急事態宣言の延長に伴って、保護者の皆様には、引き続き自粛した教育活動へのご理解やご協力を賜り、心より感
謝しております。
学校の教育活動も学びを止めない工夫がカギとなっています。大事なことは、学ぶ楽しさを失うことなく、一人一人の子供
たちが学習に取り組んでいるかどうか、そして、確実に身に付いたことがあるかどうかです。コロナ禍、安全上の配慮を最優先し
つつ、子供たちの将来を見据えた学校教育の在り方を柱に、毎日の授業に取り組んでいます。来年度より、新宿区 GIGA
スクール構想として、一人一台のタブレットを配布し、学習に取り組ませます。2 月中には今後の準備についてお知らせするこ
とができると思います。各家庭でのご協力が必要となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、来年度に向けてですが、全学年クラス替えをすることといたしました。担任の授業だけでなく、教科担当制で授業を行
うこともあり、様々な学習集団で学ぶことで社会性を身に付けることを目的として実施します。5 年生については検討中です。
水泳の古賀淳也選手の活躍についてです。2 月 7 日東京アクアティクスセンターで行われた競泳ジャパンオープンでは、得
意の背泳ぎ 50ｍで優勝しました。以前、オリンピック・パラリンピック教育でもゲストティーチャーとして大変お世話になりました。
これからも学校として応援していきたいと思います。
今年度の卒業式も各家庭 2 名の出席、在校生は代表のみという様々な制限がある中ですが、心に残る温かい卒業を迎
えられるよう、全教職員一丸となって取り組んでまいります。今後とも、保護者の皆様のご支援のほどよろしくお願いいたします。
スクールコーディネーター松島さん （代読 西野副会長）
今年は、すべての人が初めての体験を過ごしてきた一年だったと思います。PTA も例年の活動ができず、横のつながりが構
築しにくかったことと思います。緑委員の方には子どもたちが学校に登校できない頃から芝刈りのお手伝いをいただきありがとう
ございました。私自身も、その時に PTA の方から子どもたちの様子を聞たり、保護者の方の顔をみて安心したことを思い出し
ます。学校では、感染症対策をしながら、可能な範囲で行事が実施できたことをうれしく思います。また、それを可能にしたの
も PTA の方たちとの信頼関係があったからだと思います。移杖式も終わり残り少ない今年度、何か一つでも工夫して楽しい
思い出ができることを願っています。そして、これからはネットを使ったり、外だったり感染症対策をしながら PTA の横のつながり
が増え、孤独な子育てにならないでほしいと切に願っています。
豊嶋会長
おはようございます。本日はお忙しい中、運営委員会にご参加いただきありがとうございます。
今年度コロナ禍の中運営委員会を開催するのが第１回目ではありますが、学期末を迎え最後の回となります。改めてとな
りますが、今年度は人類が経験したことのない未曾有の世の中となり、我々の生活もそうですが、子どもたちも学校生活が大
きく変わらざるを得ない状況が続きました。昨年３月に学校の休校要請があり卒業式・入学式も縮小を余儀なくされました。
休校が明けたものの先生方も感染を拡大しないために相当なご苦労があったことと思います。新しい生活様式が示され常に
マスクを着用し、人と人の物理的な距離を確保するなど慣れない環境がスタートするとともにデジタル化の波も急速に進みまし
た。オリンピック開催が延期になるなど子どもたちに明るい材料が奪われて行きました。限られた環境でどうやったら楽しめるかと
いった工夫も多く見られ、子どもの発想力の高さに驚いております。PTA の活動も思うように進めることができず、ご迷惑をおか
けいたしましたが、なんとかここまで来ることができました。ご協力頂いたことに感謝申し上げます。

■執行部の活動報告と予定など
執行部 高崎副会長

⚫

＜活動報告＞
1・２月 各々の委員毎引継ぎ

9/2

定例会 副会長出席

3/25

卒業式 会長出席

9/6

第 1 回八校会正副会長会 会長・副会長・書記・会計出席

4/6

入学式 会長出席

9/12

育成会 校外生活部会議 副会長出席

5/17

第 1 回執行部 zoom 会議

9/15

地域協働学校運営協議会 会長出席

9/24

定例会 会長・副会長出席

会長・副会長・会計・会計監査出席
5/21

定例会 会長・副会長出席

10/15

地域協働学校運営協議会 会長出席

5/31

第 2 回執行部 zoom 会議 会長・副会長・会計出席

10/16

PTA 会長募集のお知らせ配布

6月

会計打合せ/PTA 総合保障加入

10/17

小学校開校 95 周年幼稚園開園 60 周年記念集会 会長出

6/1

執行部消毒作業開始

席

6/8

令和元年度決算報告

10/20

定例会 会長・副会長出席

6/9

学校側との連絡会/定例会 会長・副会長出席

10/23

小 P 連会長会 会長出席

11/3

四谷スポーツ文化フェスタ 中止

6/11

地域協働学校運営協議会 会長出席

6/12

小 P 連教育委員会のと打合せ 会長出席

11/10

地域協働学校運営協議会 会長出席

6/13

運営委員会(仮) LINE グループ立上げ

11/11

定例会 会長・副会長出席

6/19

定例会 副会長出席

11/20

小 P 連役員会(zoom) 会長出席

6/20

芝生キャンプ 中止

12/6

サッカーフェスティバル 中止

6/22

専門委員・ボランティア消毒作業開始 〜9 月末まで

12/8

地域協働学校運営協議会 会長出席

12/13

第２回八校会正副会長会(zoom)

新１年生専門委員選出

12/16

定例会 会長・副会長出席

7/8

定例会 副会長出席

12/23

小 P 連会長会 会長出席

7/10

小 P 連会長会 会長出席

1月

会計打合せ

6/23

八校会会長会議 会長出席

6/30

PTA 会費集金のお知らせ配布（振込期日 7/17）

7/7

会長・副会長・書記・会計出席

7/14

地域協働学校運営協議会 会長出席

1/9

学代と選出について打合せ（2・4 年生）

7/30

定例会 会長・副会長出席

1/13

定例会 会長・副会長出席

8月

会計打合せ

1/16

学代と選出について打合せ(1・3・5 年生)

8/6

小 P 連役員会(zoom) 会長出席

1/19

次年度副会長･役員選出

8/13

育成会 校外生活部会議 副会長出席

1/26

小 P 連会長会 会長出席

9/1

小 P 連教育長を囲む会 会長出席

＜今後の活動予定＞
2/8

新 1 年生保護者会 PTA 紹介

2/28

第 3 回八校会正副会長会/スポーツ文化協議会(zoom)

2/9

地域協働学校運営協議会

3/9

地域協働学校運営協議会

2/13

第 1 回運営委員会(zoom)

3/25

卒業式

2/27

新旧執行部顔合わせ

4月

入学式/次年度専門委員選出/定期総会/新委員総会

■各専門委員より活動報告と予定など
⚫

学年代表委員 牧委員長

＜活動報告＞
2/22

学代委員引継ぎ

6/22〜9 月末 校内消毒活動
7/2

新１年生役員候補者選出関連の手紙(４種)および委任状配布

7/7

１年生保護者会後１年生専門員選出の話し合い開催

7/29

会長立候補・推薦のお願いの手紙 配布

11/9

令和３年度 PTA 役員・専門委員選出のお知らせ配布

11/21

2〜5 年生打合せ

12/11

次年度役員・専門委員決定に向けての話し合いのお知らせ、次年度役員・専門委員希望確認 および 委任状 配布

1/9

2・4 年生打合せ

1/16

1・3・5 年生打合せ

1/19

各学年保護者会後、役員選出の話し合い開催 ⇒ 次年度全学年クラス替えの可能性が生じた為役員のみ選出
⇒ 1〜4 年生は各学年 1 組の教室、5 年生は視聴覚室へ移動

＜今後の活動予定＞
4月

卒業式・入学式お手伝い(未定)
新１年生役員候補者選出関連の手紙(４種)および委任状 配布/１年生保護者会後１年生専門員選出の話し合い
２〜６年生専門員決定に関するお手紙配布/２〜６年生保護者会後専門員決定の話し合い

⚫

広報・文化委員 真木委員長代理

＜活動報告＞
10/22

担当副会長より委員会活動再開のお知らせ/委員の LINE グループを利用し過去数年分の広報紙「ときわぎ」を検証

10/24

LINE 上で「ときわぎ」発行スケジュールの相談

12/18

LINE 上で「ときわぎ」掲載内容の確認

12/19

LINE 通話で委員・デザイナーの打合せ

12/22

LINE 上でデザイナー打合せの内容報告

12/24

学校側に協力依頼文を提出

1/7

「ときわぎ」で利用するメッセージシールの選定

1/10

Google ドライブ上に「ときわぎ」ラフアップロード ラフを元に写真・キャプションなど掲載内容の打合せ

1/12

学校側に各学年担任のメッセージ依頼文を提出

1/13

学校側に６年生・６年担任用のメッセージシールを提出

1/21

学校側からメッセージシールなど受け取り

1/23

デザイナーにメッセージ提出

＜今後の活動予定＞
２月末

デザイナー校了・入稿

３/10

納品予定

⚫

スポーツ・カルチャー委員

野本委員長代理

＜活動報告＞
8/26

てならい展（四谷地域センター）

９/3

四谷地域スポーツ文化協議会 出席

中止⇒

10/2

地域スポーツ安全管理講習会 出席

10/16 てならい展（四谷第六小学校）

6/20 芝生キャンプサポート 11/3 四谷スポーツ文化フェスタ
６〜1 月 書道教室 14 回/サッカー教室 6 回/ 親子スポーツ 4 回
親子バドミントン 7 回/スポーツ交流会 2 回
２〜3 月 書道教室 4 回/親子バドミントン 1 回
スポーツ交流会 2 回

＜今後の活動予定＞
2/28

四谷地域スポーツ文化協議会

⚫

地域とみどりの育成委員

前田委員長

＜活動報告＞
6/15 芝刈り実施

花壇の花植えのお手伝い

7/27 芝刈り実施

6/18 芝刈り実施

7/31 芝刈り中止 芝の生育不良のため

6/22 芝刈り中止(雨天のため)

※７月は毎週月・金 8:50〜芝刈り実施

6/25 芝刈り中止(雨天のため)/配布物の印刷作業

8/3 芝刈り実施

6/26「ボランティア メールアドレス登録募集案内」配布・回収

8/6 芝刈り中止 気温が非常に高いため

6/29 芝刈り実施

8/17 養生マットの運び出し

※６月は感染症対策をとりながら 6/15 より毎週月・木 9:00〜

8/20 芝刈り中止 気温が非常に高いため

芝刈り実施。6/29 以降は 8:50〜実施。

8/24 芝刈り中止 気温が非常に高いため

6 月末よりボランティアさんに日程と実施の有無を随時メール

8/31 芝刈り実施

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

※８月はお盆休みを除いて毎週月・木 8:50〜芝刈り実施

りを実施。例年行っている梅の収穫体験は今年度は中止。

夏休み中は子どもも芝刈りに参加（保護者同伴）

7/3

芝刈り実施

9/7 芝刈り中止 雨天のため

7/6

芝刈り中止 雨天のため

9/30 芝刈り中止 例年より気温が高く 9 月中旬に予定されていた

7/10

芝刈り中止 雨天のため

7/13

芝刈り実施

10 月上旬〜 養生期間

7/17

芝刈り中止 雨天のため

以降１月まで 芝刈りなし

7/20

芝刈り実施

＜今後の活動予定＞

冬芝の種まきができなかったため
例年より期間は短め

2 月 芝刈りなし
3 月 芝刈り再開の予定/主事さんへご挨拶
※今年度は、夏休み中の日程の関係で、お茶はパックのみの購入で済みました。
大変なコロナ禍の中、スクールコーディネーターの松島さんをはじめ、六小会の方々、用務の皆様、ボランティアの皆様、保護者の皆様にご協力を賜り、誠に
ありがとうございました。心より感謝申し上げます。芝刈りが再開しましたら、また宜しくお願い致します。

芝生キャンプ委員

⚫

福井委員長

＜活動報告＞
1/21 自己紹介及び第 1 回打合せのスケジュール調整（LINE にて実施）
２/9

前年度委員からの引継ぎ及び第一回打合せ（PTA 室）
前年度の流れ・振り返り（芝生キャンプで行った催物・提供した食事等についての説明/前年度の反省点について）
本年度の流れ及び催物の検討(継続実施・新規実施・実施見送りする催物について）/当日のタイムスケジュールの検討
各役員決め
今後の予定の確認 ４月保護者会後新一年生芝生委員の受け入れ対応/4/20 事前アンケート配布/5/20 申込書配布

その他今後やるべきことの確認 雨天時のタイムスケジュール・施設利用の検討/遊戯室の当日利用の許可
各ボランティアの依頼/他委員への協力依頼
2/9〜実施する催物案の検討（LINE にて実施）
2/10 屋内外・男子・女子・高学年・低学年・幼児向け等考慮し各自発案/提供する食品について検討 /各コーナーの担当決め
3/15 第二回打合せ（四谷 PAUL）
催物の種類及び実施場所の決定（晴天時・雨天時）/当日の流れの確認・タイムテーブル調整
各催物の詳細について検討 各催物の大まかな流れ/必要な設備について
有料プログラムへの参加費・講師等への謝礼の金額について/ボランティアについて
今後の予定の確認 4/20 までにアンケート・ボランティア募集のチラシ作成・配布
4/27・28 アンケート回収/４月中に集計（第三回打合せ予定）
5/1〜アンケート結果及びボランティアの予定人数から各催物の担当人数を決める
申込書及びボランティアマニュアルの作成
5/14 申込書の配布（月末締め切り）/6/2 申込書回収/6/10 食材発注
3/15〜各担当の準備（随時 LINE にて情報共有）チラシ案の確認・決定/各自担当するコーナーの準備（講師等への依頼/機材の手配）
4/4

芝生キャンプ中止との連絡を受理
（秋に代替イベント実施の可能性あるが、すべて未定のため各担当は講師等へのキャンセル連絡）

6/20

芝生キャンプ当日（中止）

その後もコロナウィルスの流行が収束せず、秋のイベントも中止
今年度は開催中止となってしまい、とても残念でした。来年度の芝生キャンプが楽しいものになるようしっかり引継ぎを行いたいと思います。一年間、ありがとう
ございました。

⚫

厚生委員 伊藤委員長

＜活動報告＞
2/17

厚生委員会初顔合わせ・役員決定

2〜３月

６〜９月末 校内消毒活動に有志が参加（夏休み除く）

⚫

10〜11 月

厚生委員の年度稼働予定表を作成→担当副会長へ提出

サッカーフェスティバル練習のお手伝い
（コロナ禍のため見送り）

通年

（会計）支出について執行管理

校外生活委員 宮坂委員長

＜活動報告＞
3月
4 月下旬
6月
7月

四谷地区青少年育成委員会全体委員会 参加予定→7 月に順延、その後中止
前委員より引き継ぎ・新委員の名簿作成 地区班編成→中止
須賀神社例大祭でのパトロール→例大祭中止のためナシ/地区班集会→中止（地区班名簿の更新のみ行う）
夏休みあんぜんマップに載せる危険個所の洗い出し/「ピーポ１１０ばんの家」シールの確認
夏休みあんぜんマップ配布（全町ラジオ体操中止のお知らせ掲載）

9月

地区班名簿更新（転居による変更・越境の児童の所属町会の修正など）

＜今後の活動予定＞
・ピーポ１１０ばんの家マップ(育成会が作成）更新作業（連絡待ち）
・新入生に配布するキットの中に希望する町からの案内を入れるための準備

⚫

卒業対策委員 大西委員長

＜活動報告＞
4/20 卒業アルバム制作ニシノフォト担当者と打合せ

10/29 学校側より「感謝の集い」実施するとのことで

5/16 ニシノフォトアルバム代の見積もり
写真データ受け取り(5 年生まで)
6/8

卒対名義の口座開設の手続き開始/卒業記念品の検討

6/12 卒業対策委員会の活動内容等についてのお便り印刷・配布

招待者リスト作成を依頼される
10/30 卒対ミーティング(写真選定)
11/4

卒対費未入金の方への連絡

11/7 「感謝の集い」校外・地域の方達の招待者リスト作成

卒対名義で口座開設できず会計担当の個人名義で口座開設
6/16 ニシノフォト写真データ再度受け取り

ニシノフォト写真データの受け取り(6 年生)
11/15 卒対ミーティング

7/18 卒対ミーティング(写真選定/記念品/予算案検討)

(アルバム表紙/デザイン/個人写真受け取り/配布について)

7/25 卒対ミーティング(写真選定)

11/16 個人写真とお便り印刷・配布

7/30 卒業対策費・記念品についてのお便り印刷・配布

11/17 ニシノフォト写真データ受け取り(6 年生)

8/3

11/20 個人写真の回収・ニシノフォトへ返却

卒業記念品ハンガーの見積もり(8 月末に発注)

8/14 写真選定終了(5 年生まで)

12/5

「感謝の集い」開催の可否について学校と卒対委員で協議

ニシノフォトと調整⇒確認・校正へ

中止決定 代替案の検討等について話し合う

9/12 ニシノフォト打合せ(アルバム作成の確認・校正)

12/31 「感謝の集い」中止のお便り印刷・配布

9/30 卒対費締め切り

1/7

校外・地域の方のリスト作成

8/26 中田工芸株式会社よりハンガー請求書届く

1/14

校外・地域の方のリスト作成完了

10/15 中田工芸株式会社ハンガー代振込

1/19 保護者会で卒対委員長より保護者へ挨拶・活動内容の報告

10/17 卒対ミーティング(写真選定)

＜今後の活動予定＞
2 月中旬 校外・地域の方への感謝の気持ちとして手紙と染物のエコバッグを子どもたちから贈る予定

⚫

スポーツ交流部 代読（西野副会長）

＜活動報告＞
《ソフトボール》

《卓球》

３月 自粛期間中につき活動開始見送り

6 月 八校会卓球大会 新型コロナウィルスによりイベント中止

７月 区からの警戒期間解除により活動開始

1 月 小 P 卓球大会 新型コロナウィルスによりイベント中止

９月 八校会ソフトボール大会中止

《バレー》

11 月 2020 年度の活動終了

9 月 四谷地区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

■その他
・執行部より 規約変更について/新 1 年生役員輪番くじ引き新役員承認について 豊嶋会長
新一年生役員輪番は「た」行から開始に決定
・令和 3 年度度新運営委員について 長谷川副会長
全 296 世帯の内 承認 244 世帯 承認しない 0 世帯
承認が全世帯の 2/3 以上であったため、承認となりました。
・令和 3 年 4 月 定期総会・新委員総会開催予定 及川副会長
定期総会は 4 月に書面で開催
新委員総会（引継ぎを兼ねて）4 月 21 日午後 四六小学校で対面にて行う予定 （正式決定時に連絡予定）
■年度末会計締め及び来年度予算の件 執行部会計 杉山さん
・各委員で会計が必要なものがある場合、連絡お願いします。
■引継ぎ 豊嶋会長
・今後、引継ぎが予定されていますので、各委員内で引継ぎ方法、内容など検討お願いいたします。

■[議題] 四谷第六小学校ＰＴＡ規約の変更について
児童数の大幅な変化に対し PTA 役員・専門委員の学年毎の柔軟な対応を行うべく、選出人数の見直しに伴う以
下の規約の変更を令和 2 年度第 1 回運営委員会において 2/3 以上の賛同により議決いたしました。
改正点 四谷第六小学校ＰＴＡ規約
（下線は変更部分）
現行

改正案

四谷第六小学校 PTA 規約

四谷第六小学校 PTA 規約

第 11 章第 33 条 この会の活動を推進するために、

第 11 章第 33 条 この会の活動を推進するために、次

次の専門委員をおきます。

の専門委員をおきます。

1．学年代表委員会

1．学級代表委員会

学年代表委員会細則

学級代表委員会細則

1．学年代表委員は、各学年より１名選出され、学

1．学級代表委員は、各学年より１名以上選出され、

校側委員及び担当役員とともに学年代表委員会を構

学校側委員及び担当役員とともに学級代表委員会を構

成します。

成します。

（2、3 は省略）

（2、3 は現行どおり）

4．学年代表委員は、各学年の副会長と連携、

4．学級代表委員は、各学年の副会長と連携、

協力し会務を行います。

協力し会務を行います。

5．学年代表委員会は役員・専門委員の選出、調

5．学級代表委員会は役員・専門委員の選出、調整を

整をします。

します。

6．学年代表委員会は学校行事、PTA 主催の行事

6．学級代表委員会は学校行事、PTA 主催の行事サ

サポートを行います。

ポートを行います

7．2019 年度は、準備期間とし学級に１名代表

7．削除

委員をおくが 2020 年度は上記 1 から 6 を執行す
る。
厚生委員会細則

厚生委員会細則

1． 厚生委員は、各学年より 2 名選出され、学校

1． 厚生委員は、各学年より１名以上選出され、学校

側委員及び担当役員とともに、厚生委員会を構成し

側委員及び担当役員とともに、厚生委員会を構成しま

ます。

す。

6．2019 年度のみ各学年より 1 名選出する。ま

6． 削除

た、学年代表と連携しイベントのサポートを行います。

