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令和 4 年１０月３日 

PTA 会員各位 

中央林間小学校ＰＴＡ 

会 長  川上 章仁 

  

No.４ 

 

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 

 第４回運営委員会：７／１４  会議室 9：30～ 

 第５回運営委員会：９／１５  会議室 9：30～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの楽しみにしていた夏休みも終わり、学校には子ども達の笑顔が

戻ってきました。 

校庭工事も順調に進み、キレイになった遊具とグラウンドも完成間近です。 

あわせて体育館の天井もキレイになり快適になりました。 

久しぶりの運営委員会では、手探りだった 1 学期を乗り越えて夏休みのリフ

レッシュもあり皆さんイイ表情で戻ってきました。 

この調子で 2 学期も順調に運営していきたいと思います。 

 

いよいよ 10/15（土）には 4 年ぶりの中林フェスタを開催することになり

ました。今回は新しいカタチの中林フェスタとなりますが、開催に向けて準備

を進めてまいりました。 

子どもたちに楽しんで貰えるようなイベントが盛りだくさんですので、皆さん

のご参加をお待ちしております。 

 

そして、来年度本部役員の選出が始まりました。沢山の自薦、他薦を頂きま

して、ありがとうございます。決定まではまだお時間があります。 

日頃より PTA 活動にご意見ご感想を頂いている方々には負担軽減を含め、

PTA のあり方について改革を行って頂けることと思いますので、是非とも本

部役員に立候補頂けると幸いです。 

今後とも PTA 活動にご協力をお願いいたします。 

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。 

川上会長より 
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本部から 

◎対外活動報告・行事参加 

６／２４  第１回市 P 連 代表者会議 

  第１回市 P 連 広報委員会 

６／２５  夏の環境整備＆おやじ達の会（PTA 共催）スポーツ大会 

７／ ２  PTA 情報システム特別委員会 準備会 

７／ ３  4 市 PTA 全体交流会 

７／１０  第５回本部会 

７／１４  第４回運営委員会 

７／１６  おやじ達の会 定例会 

７／１７  第１回 PTA 情報システム特別委員会 

７／２３  つきみ野 夏祭り 

７／３１  第２回 PTA 情報システム特別委員会 

８／ ６  公所自治会 夏祭り 

８／２０  おやじ達の会 定例会 

８／２８  第３回 PTA 情報システム特別委員会 

９／ １  第２回市 P 連 代表者会議（オンライン） 

９／１０  第６回本部会 

９／１１  第４回 PTA 情報システム特別委員会 

  指名委員会の来年度本部役員選出の立ち合い 

９／１５  第５回運営委員会 

  中林フェスタ 拡大会議 

９／２５  第５回 PTA 情報システム特別委員会 

◎活動予定 １０／ ８ 第７回本部会 

 おやじ達の会 定例会 

１０／ ９ 第６回PTA情報システム特別委員会 

１０／１５ 中林フェスタ 

１０／１７ 体験型自転車乗り方教室 

１０／２０ 第６回運営委員会 

１０／２３ 第７回 PTA 情報システム特別委員会 
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★細則の変更について 

学年委員会と交流委員会から共同提案で担当業務の移管及び 

細則に記載がある委員人数変更の発議があり、承認されました。 

 

■担当業務の移管 

各委員会の役割は下記の通り細則で定められています。 

 学年委員会：教職員と保護者の協力により、学級・学年のまとめをはかり、 

      また学級・学年相互の連絡を行う。 

 交流委員会：会員、家族の研修・文化交流活動につとめる。  

役割の規定に基づき、また学年委員会に業務が集中している点から、現在学年委員会が担当している環境整

備の企画、準備、開催を学年委員会から交流委員会に移管することとなりました。 

※交流委員会は定員 6 名の少人数であるため、環境整備当日の運営は学年委員会を中心に必要があれば他委

員会も協力します。 

 

■学年委員会の委員数削減について 

学年委員会の業務から環境整備が削減されるため、学年委員の人数を 2～6 年生はクラス数×1 名、1 年生

はクラス数×2 名となります。 

（1 年生はクラスごとに茶話会を開催するため、委員数を増やし各クラスから 2 名ずつ選出します。） 

※2～6 年生の茶話会は複数クラスや学年での開催が可能です。開催の有無、開催方法については該当年度の

学年委員会で検討となります。 

 

■来年度への引き継ぎ事項 

来年度の総会、運営委員会、各委員会で検討・決定されますが、今年度から来年度メンバーに下記を提案と

して引き継ぎます。 

 交流委員会（2023 年度担当予定：環境整備・給食試食会など） 

◇ 環境整備における準備の負担を減らすため、開催方法について次のように変更。 

参加票による事前申込および当日の受付はなしとし、飲み物の配布や児童へのお土産は行わない。 

◇ 給食試食会は年１回の開催とし、料理教室は行わないこととする。 

 学年委員会（2023 年度担当予定：学年交流会（学校と共催）・茶話会・次年度委員選出など） 

◇ 環境整備は交流委員会が企画準備をメインで行うが、当日の運営などは学年委員会がメインでサポ

ートを行うこと。 

 

【細則の変更】 

上記決定に伴い、PTA 細則第 3 章第 8 条について下記の通り変更されました。 

＜現 行＞ 学年委員 （保護者）各学年からクラス数×2 名 

＜変更後＞ 学年委員 （保護者）1 年クラス数×2 名、2 年～6 年各学年からクラス数×１名 

 
来年度から、委員数削減 ＆  

環境整備は交流委員会が 

担当 になります！ 
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 各委員会から 

～学年委員会～ 

◎活動報告 ６／２０  第４回定例会 

 ６／２５  夏の環境整備 

 ６／２７  １年生茶話会 

 ７／ ６  第５回定例会（書面開催） 

 ９／ ７  第６回定例会 

◎活動予定 １０／１５ 中林フェスタお手伝い 

 １０／２６ 第７回定例会 

◎対外活動 ６／２５  おやじ達の会へ夏の環境整備ご協力のお礼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の環境整備 

6月の夏の環境整備では児童のみなさん、保護者、先生方、おやじ達の会のみなさまなど 

約200名の方々にご参加いただき、通学路や学校周辺を清掃しました。 

例年にない暑さの中での作業でしたが、みなさまのご協力のおかげで、見違えるほど綺麗 

になりました。 

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。 

また、今回の取り組みを振り返り、次回以降の開催に向けて検討していきたいと思います。 

1年生茶話会 

6月に1年生茶話会を開催しました。 

各クラス十数名の方が参加され、自己紹介や情報交換などを行い

ました。どのクラスも和やかな雰囲気で、良い交流の場となりま

した。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。 
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～指名委員会～ 

◎活動報告 ９／１１  立候補状開票 

 ９／１７  定例会（LINE開催） 

 ９／１１〜 立候補者及び推薦の方へ連絡・候補者選出 

◎活動予定 次年度役員候補者へお手紙配布 

１０／１５ 中林フェスタお手伝い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～交流委員会～ 

◎活動報告 ６／２７ 給食試食会【前期】実施 

７／ ４ 第４回定例会（LINE開催） 

７／ ５ 試食会報告書の配布 

９／ ２ 第５回定例会 

 

 

 

◎活動予定 １０／１２ 第6回定例会・給食試食会【後期】案内配布 

１０／１５ 中林フェスタお手伝い 

 １１月下旬 給食試食会【後期】開催 

 

 

 

 

PTA 本部役員推薦立候補状の記入・回収にご協力頂きありがとう

ございました。 

回収した中で推薦に関するご意見を頂戴しました。 

ご意見は真摯に受け止め次年度指名委員会へ引き継ぎします。 

また、推薦に関しては近隣３校も同じ方式を取っています。 

何か代替え案などございましたら指名委員会へメール頂ければと

思います。 

PTA 全体に関するご意見も頂戴しましたが、指名委員会から返答

はできかねます。意見共有はさせて頂きます。ご承知おき下さい。 

給食試食会にご参加いただいた皆様、ありが

とうございました。 

2回目の試食会は11月下旬に開催を予定して

おります。10月に案内を配布しますので、 

皆様ふるってご参加ください。 
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～広報委員会～ 

◎活動報告 ６／２２ 学校とPTA本部に「おおどけい」春夏号 校正依頼 

６／２５ 環境整備撮影（正副） 

６／２７ １年茶話会、給食試食会撮影 

７／ ５ 原稿を印刷会社に入稿 

７／１３ 「おおどけい」春夏号 納品 

７／１４ 「おおどけい」春夏号 仕分け 

７／１５ 「おおどけい」春夏号 各家庭に配付 

９／１５ 中林フェスタ拡大会議 出席（正副） 

９／１７ 第５回定例会（LINE開催） 

◎活動予定 秋冬号に向けての撮影取材 

１０／１５ 中林フェスタお手伝い・撮影 

 

 

 

 

 

～校外委員会～ 

◎活動報告 ８／３０  第４回定例会・下校指導 

 「次年度校外候補者名簿」作成 

「通学路改善要望書」作成 

◎活動予定 １０／１５ 中林フェスタお手伝い 

１０／１７ 体験型自転車乗り方教室への参加 

１１／５・１１／１５・１２／１７ 内山自治会花壇整備 

 １１月中  第5回定例会（書面開催） 

   「親子で防犯マップ」作成 

◎対外活動 ７／１６・７／２９・８／５・８／１９・９／１６ 内山自治会花壇整備 

 

 

 

台風の影響で、登下校時に雨が降ったり地面がぬかるんだりすることが増えます。 

安全に登下校できるよう、各家庭でも注意喚起をよろしくお願いします。 

また、今年度は登校児童数も増え、交差点などで混雑することも増えました。 

班長さんはじめ各自で思いやりを持ち、気持ちよく登校できるようしていきましょう。 

 

 

 

７月にお配りしました「おおどけい」

春夏号はお楽しみいただけましたでし

ょうか。 

現在は２月発行予定の「おおどけい」

秋冬号発行に向けて動き始めたところ

です。 

次号は、通常の誌面サイズに戻しての

お届け予定です。お楽しみに！ 
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～中林フェスタ委員会～ 

◎活動報告 ７／ ４  第４回定例会 

 ７／１９  フェスタ開催決定のプリントを全児童に配布 

 先生とフェスタ用倉庫内、物品の確認 

 各企画担当より企画書提出、景品など決定する 

 ９／ ５  第５回定例会 

 ９／１５  各委員さんへフェスタ当日のお手伝い依頼を行う 

９／２０  全校生徒へフェスタ開催のお知らせ・予約プリント・配置図を配布 

◎活動予定 ９／２９  予約表回収締切 

１０／ ３ 第６回定例会 

  予約表回収後の抽選・スライム試作・当日必要物品の作成 

手芸サークルとイベント予約者の時間調整の為、情報共有 

１０／１１ 予約半券チケットの返却  

１０／１４ フェスタ前日準備 

１０／１５ 中林フェスタ（９時～準備開始） 

◎対外活動 おやじ達の会と打ち合わせ 

手芸サークルと打ち合わせ 

イベントで使う「ペタンク」「ラダーゲッター」レンタルの為、大和市スポーツ課へ連絡 

 ９／１５  中林フェスタ拡大会議 

教頭先生・フェスタ担当先生方・本部役員・おやじの会・手芸サークル・ 

広報委員・フェスタ委員 参加 

 

 

４年ぶり開催！スローガンは「コロナも吹き飛ぶみんなの笑顔」です。 

皆んなを笑顔にしたい！そんな思いの詰まったフェスタです。是非遊びに来て下さい 

（感染状況により中止となる事があります） 
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PTA 会費について 

未納の方が若干いらっしゃいます。  

納入用紙は期限が過ぎても使用可能です。 

お早めに納入をよろしくお願いします。 

◆PTA 会費のつかいみち例 

・災害備蓄品の購入 

・PTA 保険 

・各委員会活動費 

・6 年生の卒業証書入れ・お花代  

・ネームホルダー  

・地区別キーホルダー 

・通学路の整備費用 など 

※年度末の決算でＰＴＡ会費の使用内容は、 

すべて監査・公表されます 

◎振込用紙を紛失された方は、 

ＰＴＡ本部会計へお問い合わせください。 

 

おはよう運動について 

毎月第１・第３水曜日の登校時に実施してい

たおはよう運動ですが、２学期から「児童の

あいさつ運動」と連動することになりました 

 

２学期のおはよう運動は１０月です！ 

 

10／17（月） 

 

10／21（金） 

 

登校班の集合場所に行って「おはよう」と児

童たちに声をかけてください。  

皆様のご参加、ご協力をお願いします！ 

～ベルマークからのお知らせ～ 

活動予定日 10／13 ・ 11／10 ・ 12／8 （毎月第２木曜日） 

時   間 10：００ ～ 12：００ 

場   所 会議室 

 
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！上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。 

※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。 

 

～ 


