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令和 4 年 5 月２４日 

PTA 会員各位 

中央林間小学校ＰＴＡ 

会 長  川上 章仁 

  

No.1 No.2 合併号 

 

運営委員会とは、校長先生・教頭先生・総務の先生、本部役員、各委員会の正副委員長が、毎月１回行

っている会議のことです。この運営委員会だよりは、運営委員会での話し合いの内容と各委員会の毎月

の活動内容をまとめて、本部がお届けするものです。 

 

★運営委員会が開催されました 

 運営委員会準備会 ：４／ ８（金）  9：30～ 会議室 

 第 1 回運営委員会 ：４／２１（木）  9：30～ 会議室 

 第 2 回運営委員会 ：５／１９（木）  9：30～ 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、PTA 会長を務めさせていただく川上章仁です。皆様には PTA 活動にご理解・ご協力

いただき誠にありがとうございます。 

 

令和 2、3 年度は、おやじ達の会会長として皆様に楽しんでもらうイベントを企画していました

が全て中止となりました。 

この度は、PTA 会長として子ども達には安心安全に学校生活を送っていただきながら楽しん

でもらえるように行事やイベントを考えていきたいと思っています。 

 

PTA 活動については、広報と校外委員を経験しております。本部役員は初めてとなりますが、

時代に合った負担が少なく安心して活動できる PTA を目指していきます。 

おやじ達の会会長の 2 年間はコロナ禍におきまして学校側と沢山のコミュニケーションをとら

せていただきました。 

 

この経験を元に、学校とは連携して運営してまいりたいと思います。 

皆様には色々とご協力いただくこともあるかと思いますが、 

子ども達のため 1 年間どうぞ宜しくお願いいたします。 

 
 

運営委員会の議事録は

生活科教材室にてPTA 

会員のどなたでも 

ご覧いただけます。 
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本部から 

～令和４年度ＰＴＡ定期予算総会書面審議について～ 

皆さま、ご協力いただき誠にありがとうございました！  

★集計結果詳細のご報告 

ＰＴＡ会員数 655 

議案 承認 否認 
会長 

一任 
合計 

① 令和４年度活動計画（案） 632 1 22 655 

② 令和４年度予算（案） 632 1 22 655 

 

★予算の配布について 

予算総会で承認された各委員会の活動費および通信費が、第 2 回運営員会にて配布されました。 

２０2２年度 通信費       （単位：円）             

委員会名 １名分 人数 計 

本部役員 4,500 7 31,500 

校外委員会 正副 3,000 3 9,000 

学年委員会 正副 3,000 3 9,000 

広報委員会 正副 3,000 2 6,000 

交流委員会 正副 3,000 2 6,000 

中林フェスタ委員会 正副 3,000 2 6,000 

指名委員会 正副 3,000 2 6,000 

合計  21 73,500 

 

★書面表決書にお寄せ頂いた、ご意見・ご質問について 

最終ページで、ご意見・ご質問に回答させて頂きましたので、ご確認ください。 

また、ご意見の欄に労いのお言葉や励ましのお言葉もいただきまして、大変嬉し

く思っております。 

今後ともお力添えいただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 

～今後のＰＴＡ行事～ 

６／２５（土）午前 夏の環境整備 

６／２５（土）午後 おやじ達の会（PTA 共催）スポーツ大会 

１０／１５（土） 中林フェスタ 

１１／２６（土） 秋の環境整備 

※環境整備は、なかよし小道・学校周辺の草むしりや、枝の剪定・ゴミ拾いなどを行います！（全２回） 
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～本部役員～ 

◎対外活動報告・行事参加 

 ４／ ６（水） 第4１回入学式（新入生セット配布・説明会） 

 ４／１２（火） 大和市PTA連絡協議会 第１回会長研修会 

◎活動予定 ６／ ７（火） 中央林間地区社会福祉協議会定期総会（書面） 

６／１１（土） 第３回本部会 

６／１６（木） 第３回運営委員会 

６／１８（土） つきみ野中学校区四校合同役員会 

６／２４（金） 第 1 回市 P 連代表者会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★防犯カードについて 

今年度の防犯カードは「黄色」です。

（この運営委員会だよりと同じ色） 

 

来校時は、ネームホルダーの着用を 

よろしくお願い 

いたします。 

 

★おはよう運動について 

毎月第１、第３水曜日の登校時に 

おはよう運動を実施します。 

6 月は、１日 と１５日！ 

 

おはよう運動は、登校班の集合場所に行って、 

「おはよう」と声を掛け合う運動です。 

毎月の活動によって、あいさつに対する意識づけ

が出来るといいですね！ 

皆様のご参加、ご協力お願いいたします！ 

 

→最新機種になって機能が増えた丁合機
ちょうあいき

（自動で１部ずつページを揃え

てくれる機械）でしたが、使いこなすことができず、結局古い方を使っ

て予算総会資料を製本させていただきました。 

700 部以上の製本は、ホチキス止めだけでも大変です。 

より効率的な本部業務を目指す内の一つとして、製本作業を助けてくれ

る丁合機と、決算総会までには仲良くなりたいと思っています。 

＋会計 

 書記 



4 
 

 

 各委員会から 

～学年委員会～ 

◎活動報告 ４／１１ 第１回定例会 

４／２７ 第２回定例会（書面開催） 

◎活動予定 ５／３０ 第３回定例会 

 ６／２０ 第４回定例会 

 ６／２５ 夏の環境整備 

 

 

 

 

 

 

 

◎対外活動 ５／ ７ おやじ達の会に環境整備における草刈り協力のお願い（正副） 

５／ ９ 大和市環境保全課に環境整備のゴミの回収依頼（正副） 

 

～広報委員会～ 

◎活動報告 ４／１４ 第１回定例会 

４／２１ 第２回定例会（LINE開催） 

５／２４ 第３回定例会と体育発表会撮影 

４／１５～５月末 

 ・先生紹介用の写真撮影実施（学校便り４月号に掲載されている先生方）と写真選定 

 ・先生紹介のアンケート作成と回答依頼 → ５月１６日、２４日に回収 

 ・校内行事等の撮影 

 ・印刷会社数社の見積もりをとり、印刷会社の決定 

◎活動予定 ６月中旬以降「おおどけい」春夏号の校正実施 → その後、印刷会社に原稿入稿・印刷 

７月夏休み前「おおどけい」配付予定 

 

 

 

 

 

 

 

夏の環境整備では、開催できなかった場合

対処に苦慮するため、飲み物の配布はいた

しません。当日は水筒を必ず持参してくだ

さい。 

熱中症に気を付け、感染予防をしながら、

通学路の清掃を楽しみませんか？ 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

※状況次第では中止や規模縮小等の変更の 

可能性があります。 

 

参加してくれた児童のみなさんには 

ちょっとしたお土産を用意しています。 

 

広報誌「おおどけい春夏号」発行に向けて、撮影＆取材

のご協力ありがとうございました。 

今回は、子どもたちが日頃お世話になっている先生や学

校関係者を少しでも多く紹介できるよう「先生紹介号」

としてお届けします。併せてPTAサークル活動の紹介も

掲載します！楽しみにお待ちください。 
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～中林フェスタ委員会～ 

◎活動報告 ４／１２ 第１回定例会 

５／ ２ 第２回定例会（LINE開催） 

◎活動予定 ６／ ６ 第３回定例会 

７／ ４ 第４回定例会 

 

 

◎対外活動 ４／１６ おやじ達の会、会長に相談役を依頼（正副） 

５／ ２ 手芸サークルさんと情報交換（正） 

５／２３より、外部１６団体様へ今年度協力依頼しない旨の連絡をする（副２名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～交流委員会～ 

◎活動報告 ４／１１ 第１回定例会 

５／ ９ 第２回定例会 

◎活動予定 ６／ ７ 第３回定例会 

 ６／２７ 給食試食会【前期】 

 ※後期は、１２月上旬頃予定 

◎対外活動 給食講習会（全5回）→ 今年度も中止となりました 

 

 

 

 

 

 

 

中林フェスタ委員会では、PTA規約の細則変更を要望し、5月19日の運営委員会にて以下条文の変更

を承認頂きました。 

細則 第3章 第9条「各委員会は、正・副委員長１名ずつを選出する。ただし、校外委員会および学年委

員会においては、副委員長を2名おくこととする。」について、「校外委員会および学年委員会および

中林フェスタ委員会においては副委員長を２名おくこととする。」と変更するもの。 

 

これは、中林フェスタ委員の正・副委員長どちらかが活動途中で欠けてしまった場合、残された一方の

正・副委員長の負担を軽減するためのものでありますが、仕事量が多いことも課題としてあります。そ

れらを解消すべく人員確保、業務改善の熟考できる時間を確保するための細則変更です。 

何卒ご理解頂きますようお願い致します。  

コロナ禍ではありますが、

県の基準に基づき安全で楽

しいフェスタを開催出来る

よう企画中です。 

ご案内まで、もうしばらく

お待ち下さい。 

今年度も感染対策を万全に、2 回に分けて給食試食会を開催予定です。 

試食会当日は、給食センターから栄養士さんをお招きし、 

大和市の給食についてご講話をいただきます。 

人数に限りがございますが、皆様のご参加をお待ちしております！ 
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～指名委員会～ 

◎活動報告 ４／２１ 第１回定例会 

５／２０ 第２回定例会 

◎活動予定 ７月までに推薦立候補状（原案）の承認をPTA会長から得る 

２学期始業日に推薦立候補状の配布 

９月中旬に推薦立候補状の回収及び開票 

 

PTA本部役員の免除内容が変更になりました。 

 

現状→本部役員経験者は兄弟分の委員会の正副委員長を免除される（過去にさかのぼる） 

新 →本部役員経験者は兄弟分のPTA本部役員・委員会活動を免除する（過去にさかのぼる） 

 

「過去にさかのぼる」は、現在の在校生・保護者にも適用されます。 

また、常任委員の正副に関しましては現状通りです。 

 

 

～校外委員会～ 

◎活動報告 ４月上旬 第１回定例会（書面開催） 

４／１１ PSメールテスト配信とりまとめ 

４／２２ 下校指導及び第2回定例会 

◎その他地区別対応（随時） 

1. 《内山西パルレ》 スズメバチ発生の為、集合場所変更 

2. 《黄色コース》 毛虫大発生の為、通学路一時変更（５／２３終了） 

3. 各地区の「旗振りルール資料」一部訂正 

変更前：未就学児を連れての旗振り NG 

変更後：子供を連れての旗振り NG 

◎活動予定 ６／２３ 第３回定例会 

  ・通学路改善要望書提出依頼 

  ・予算配布 

◎対外活動 ５／１４ 第１回つきみ野自治会防犯連絡会 

 

 

学校より、全体的に登校時間が早いので、 

5 分～10 分到着を遅くしてほしいとお願いがありました。 

8 時前に学校に到着しないよう、各班出発時間の見直しをお願いします。 

 

 

 
本部役員の  

メリットが増えました！ 
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令和４年度ＰＴＡ定期予算総会 

書面表決書に寄せられたご質問・ご意見についての回答 

 

① 業務の削減について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の削減について具体的なご意見をいただき、ありがとうございます。 

PTA 活動について継続して業務削減を実施しています。委員会の廃止等は現状議論には登ってお

りませんが、運営委員会や各委員会で活動内容を検討しながら、会議や資料作成などの業務削減を

可能な限り行っています。 

委員ノルマの縮小には委員数・委員会の削減が必要となり、現状の大きな活動を削減する必要があ

り、現在は過去活動に基づきながら PTA 活動を行っているため、大きな削減の議論は行っており

ません。必要に応じて PTA 活動全体についてのアンケートも検討して参ります。 

 

 

 

② グリーンカードの提出について 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。 

ご指摘の通り家庭都合など PTA に伝えづらい部分もあるかと思います。いただきました内容を基に

グリーンカードを担当する学年委員と辞退理由の記入方法・伝達方法について検討をさせていただ

きます。 

 

PTA 活動を負担に感じている保護者が多いので、活動の削減を検討していただけないでしょう

か。個人的には一昨年のコロナ禍でほとんど活動のなかったフェスタ委員会、交流委員会、広報

委員会を廃止しても子供達の学校生活に大きな影響は無いのではないかと思っています。委員会

と活動内容を減らして子供の人数に関わらず各家庭 PTA 一回、校外一回程度に負担を減らせな

いでしょうか。できれば保護者にアンケートをとって、保護者の意見を PTA の運営に反映して

頂きたいです。 

子供一人につき一回の委員「ノルマ」ではなく、各家庭一回で済むくらいの PTA 活動規模を考

えても良いのでは。 

 

委員選出票の Q6 は、もっと配慮が必要。つきみ野中学校のお手紙を例として添付しますので、

ぜひ今年度から中林小でも対応を検討して頂きたい。 
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③ 校舎工事について 

 

 

 

 

 

学校に確認したところ、校舎工事は教育委員会教育総務課施設係が所管しているとのことで、会長

川上から、また学校側からも施設係へ問い合わせを行い、経緯と今後のスケジュールを保護者へ説

明するように求めています。 

 

口頭で確認している状況としては、 

 校舎増築工事は以前のお知らせの通り令和 4 年 2 月に完了している 

 校舎増築工事は完了したが、工事で使われたエリアの土に釘などの危険物が混ざっている

可能性があるため、児童が使う前に土の入れ替え作業を行う必要がある 

 

土の入れ替えが完了していないため校庭利用が制限され、運動会が実施できず、体育の縮小や休み

時間の校庭利用が制限されるなどが発生しています。 

4 月後半より会長川上、他学校評議委員、おやじの会会長で教育委員会に依頼し、利用エリアの拡

張を 5 月に入ってから実施できました。 

PTA 本部として早急な土の入れ替え工事を求めると共に、工事進捗状況の保護者への説明を教育

委員会に引き続き求めます。 

 

各ご家庭から教育委員会教育総務課施設係への問い合わせも可能ですので、不明点・ご要望がある

場合にはお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校舎増築の工事によって、運動場の利用制限が長期化し、子供達への影響が大きくなっていま

す。本件について、学校側からの説明が不足しており、PTA としての対応や学校側への働きか

けなどについてご教示いただけますでしょうか。 

 

～ベルマークからのお知らせ～ 

ベルマークでは一緒に活動してくれるボランティ

アを募集しています。１回だけ参加してみたい、

30 分だけなら参加出来る、年に１回なら…等々。

どんな方でも大歓迎です！ 

事前連絡は不要です！右記の日時に直接会場へお

越しください。皆さんの参加をお待ちしています。 

活動予定日（毎月第２木曜日） 

６／９（木）・７／１４（木） 

時間 10：００ ～ 12：００ 

場所 会議室 

 
 

 
 

※コロナ感染再拡大等により活動を中止する場合

があります。学校 HP にてご確認ください。 

※6 月 9 日は参観日になりますが、会議室にて活動

を行う予定です。参観前後でお時間がありましたら

是非お立ち寄りください。 


