
H29 年度 委員会別仕事内容 

29年度の各委員会の仕事内容です。委員選出の希望を出す際の参考にして下さい。 
 

＜学年委員会＞人数：３8名（各クラス２名） 

★仕事内容：茶話会、学年交流会、環境整備の開催 

      グリーンカード及び名簿の管理、次年度委員の選出 

H29年度仕事内容一覧 

仕事内容 回数 時間 人数 技能 活動場所 

定例会 １２回 ２H/回 全員 パソコン 学校等 

茶話会（各クラス）準備・開催 
準備数回 

開催１回 

準備数時間/回 

当日３H 
全員 パソコン 学校等 

環境整備 準備・開催 ２回 
準備数時間/回 

当日３H 
全員 パソコン 学校 

学年交流会（各学年）準備・開催 
準備数回 

開催１回 

準備数時間/回 

当日２Ｈ 
全員 パソコン 学校 

グリーンカード(作成、配布、回収、委員決め) ５〜６回 ２〜３H/回 全員 パソコン 学校 

予算総会、決算総会手伝い（保育） ２回 ２H ３名  学校 

運動会手伝い（駐輪場整備） １回 0.5H 全員  学校 

中林フェスタ手伝い（手芸ブース）準備・開催 
準備２回 

開催１回 

準備１H/回 

当日終日 
全員  学校 

中林フェスタ連絡係 
準備数回 

開催 1回 

準備数時間/回 

当日数時間 
2名 パソコン 学校 

中林フェスタ前日手伝い 1回 2H 正＋1名  学校 

コミコミ週間手伝い（受付） １回 1H 副  学校 

次年度委員選出（グリーンカード）係 準備 1～2回 
打合せ 2H/回 

当日数時間 
副＋5名 パソコン 学校 

※青字はＰＴＡ行事の手伝いです。 

・学年交流会は 28年度から授業の一環として行っています。委員は受付等お手伝いをしました。 

・資料作成は主にパソコン（Word、Excel）を使用します。 

・定例会以外での連絡等は、各学年のリーダーを通じて、主にメールで行いました。 

☆H２９年度に活動した学年委員のみなさんのコメント 

・学校に行く機会が増え、学校や子供たちの様子を見ることができ、先生ともコミュニケーシ

ョンがとれて良かった。 

・各種行事開催を通じて親同士、知り合うことができ、子どもの情報交換をする等、交流が深

まった。 

・各クラス 2名、学年で 6～8名いるので、仕事分担を相談し合い、助け合って楽しく進めるこ

とができた。どうしても仕事を休めない等の事情があるときも、融通がきくので心強く、気

持ちの負担が軽かった。 
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H29 年度 委員会別仕事内容 

29年度の各委員会の仕事内容です。委員選出の希望を出す際の参考にして下さい。 
 

＜広報委員会＞人数：１２名（各学年２名） 

★仕事内容：ＰＴＡ広報誌『おおどけい』の発行 

 H2９年度仕事内容一覧 
仕事内容 回数 時間/回 人数 技能 活動場所 

定例会 １０ ２ｈ／回 １２ 無 ＰＴＡ会議室 

企画会議 ２ ２ｈ／回 １０ 有 ＰＴＡ会議室 

運動会取材 １ 終日 １２ 有 学校校庭、校舎内 

各種取材    有 学校内外 

レイアウト校正 随時 随時 ３～４ 有 各自家に持ち帰り 

学校、ＰＴＡ本部レイアウト確認依頼 １     

おおどけい入稿（７月・１月） ２  ２ 有 外部業者とメール 

おおどけい配布（7月・１月） ２ ２ｈ／回 ２ 無 ＰＴＡ会議室 

印刷業者への支払い ２   無 横浜銀行 

 

 

 

★H２９年度に活動した広報委員のみなさんのコメント 

・広報誌という目に見える結果があるので、達成感がありました！ 

・仕事を抱えている方が多かったですが、できるだけ集まる回数を減らし効率よくこなせました。 

・人数が少ないので、できる範囲で活動していただけたら良いと思います。 

 



 3 

H29 年度 委員会別仕事内容 

29年度の各委員会の仕事内容です。委員選出の希望を出す際の参考にして下さい。 
 

＜交流委員会＞人数：２４名 

★仕事内容： 中林フェスタの企画、開催、交流活動、校外講習 

H29年度仕事内容一覧 

  

仕事内容 回数 時間 人数 技能 活動場所 

定例会 １５回～/年 ３～4H 全員  学校（９,１０月に頻回） 

拡大会議 １/年 2H 全員  学校（９月の土 or 日） 

分科会 ３回 2～3Ｈ 全員、担当  学校 

告知、募集用紙作成 都度 能力による 担当 パソコン 自宅 

企画書作成 １回  担当ごと  自宅 

印刷 定例会時+数回  全員  学校 

集計作業 都度 ４～５H 全員・担当  学校 

フェスタ前日準備 1 回 ５～６H 全員  学校 

フェスタ当日 1 回 1 日 全員  学校 

交流活動 2 回 ４～５H 担当  学校 

校外講習 4 回 10 時～正午 担当  学校外 

運動会手伝い 1 回  全員  学校 

環境整備 2 回  担当  学校 

おやじ達の会手伝い ２回  担当  学校 

※青字はＰＴＡ行事の手伝いです。 

 

・定例会は月に１回ですが、夏休み前後から状況に応じて回数を増やして打ち合わせを行います。 

・学校、各委員会、外部団体などと連絡を取り合い、フェスタの企画運営をします。 

・中林フェスタ前日、当日は一日活動します。 

・フェスタを成功させるという目標に向かって、皆で団結し、委員同士の交流が深まります。 

・給食試食会、料理教室など、保護者の方も参加できるイベントを考え、企画運営しました。 
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H29 年度 委員会別仕事内容 

29年度の各委員会の仕事内容です。委員選出の希望を出す際の参考にして下さい。 
 

＜指名委員会＞人数：６名（各学年１名） 

★仕事内容：次年度本部役員候補者・会計監査を会員に配布した推薦状を基に指

名 

H29 年度仕事内容一覧 

仕事内容 回数 時間/回 人数 技能 活動場所 

定例会 7 回/年 ２Ｈ 全員  中央林間コミセン 

推薦状、立候補状作成 １回 １Ｈ １名 パソコン 自宅 

委員経験者名簿の更新 １回 2H １名 パソコン 自宅 

推薦状、立候補状印刷、配布 １回 ２H 3 名  学校 

推薦状、立候補状回収 １回 １H ２名  学校 

推薦活動 １〜 ２H〜 全員  中央林間コミセン 

運動会 １回 0.5H 4 名  学校 

中林フェスタ手伝い １回 1～２H 3 名  学校 

※青字はＰＴＡ行事の手伝いです。 

・定例会は推薦状、立候状の回収後（今年度は 9 月以降）月 1 回実施 

・運営委員会報告や進捗確認等はサイボウズを使い情報を共有 

☆H29 年度に活動した指名委員のみなさんのコメント 

・人数が少ないので、定例会など融通が効きやすい 

・定例会など集まる回数を減らしたので仕事をされている方にも活動しやすい 


