
    

 

                                                        

          

 

 

 

 

 

 

『わたしのすきなこと』 

                           書記 大畑 瑠亜 

運営委員会だよりのこのコーナーが好きです。まさか自分が寄稿する日が来るなんて！びっくりです。 

 私の PTA の委員会デビューは昨年、長女が四年生のときでした。「他にやる人がいなかったら…」そん

な軽い気持ちで引き受けた校外委員でした。そしてくじで大当たり！「どうしよう！2 歳の下の子を連れ

て委員長ができるのだろうか！？」そんな私の背中を押してくれたのが、このコーナーで読んだあたたか

い言葉でした。「こんな私にもできることがあるかもしれない。挑戦してみよう！」そう思いました。 

そして、今年度は本部役員をさせていただくことになりました。そのとき、私にやる気スイッチを押し

てくれたのも、このコーナーの前向きな言葉でした。「せっかくの機会！自分のためにがんばる一年にし

てみよう！」そう思いました。 

 昨年・今年度と PTA の活動に携わらせていただいて、大変なことや悩むことももちろんありました。

けれど、それ以上に得るものがたくさんありました。たくさんの方に出会いお話できたことは、私の大切

な宝物となっています。勉強に運動に遊びに一生懸命取り組んでいる北小の子どもたちからは、全力でた

のしむことの素晴らしさを教えてもらいました。子どもたちのために日々奮闘してくださっている先生方

からは、一保護者としてどんなことができるのだろうと考えるきっかけをいただきました。同じ北小に子

どもが通っていたことで出会えた保護者の方々からは、子育てや委員会活動に対する熱い思いを聞いて刺

激や力をいただきました。あのとき「やってみよう！」と思って本当によかったと思っています。構えず

一歩踏み出してみることは大事だなと実感しています。 

 この間「私の好きなことは何だろう？」とふと思ったことがありました。２年生の長男は野球が大好き

です。寝てもさめても野球のことで頭がいっぱい。見るのもやるのも大好きで、朝６時の朝練から始ま

り、野球中継の録画を観ることで一日が終わります。大好きな同級生や、学年もチームも超えた野球好き

仲間との絆も深まり、毎日生き生きとしています。勉強は？と思うこともありますが（笑）息子がこんな

に大好きなことに出会えて、母としてうれしく思うと同時に、うらやましくも思います。長男の野球をは

じめ家族の好きなことが、今は私の好きなことかもしれません。やりがいのある PTA 活動も、今私が力

を注ぐ好きなことの一つかな。 

今年度もあっという間に半分をきりました。残りの任期、私にできることをたのしんでやりながら、

「私の大好き」も見つけていきたいなと思っています。 
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★第４回運営委員会が１１月５日（火）図書館で開催されました。 

★１０月２７日（日）つきみ野中学校にて行われたふれあい広場に参加しました。北大和小学校ＰＴＡで

「ハロウィン フェイスペイント」と「みんなの笑顔は地球を救う！スーパーボールすくい」のブース

を出しました。運営側として参加してくれた児童会運営委員の子ども達に、スーパーボールすくいのブ

ースを任せ、子ども達はよく考えながらとても素晴らしい働きでした。 

★地域の課題を地域のみんなで解決するために開催されている 

地区懇談会の規定において、北大和小学校ＰＴＡ細則「第４章   

地区懇談会に関する細則 （定足数）第６条 地区懇談会の定 

足数は、地区世帯数の三分の一の出席で成立する。」に関して、 

以下のように追記することの審議が行われ、承認されました。  

 →「第 6 条 地区懇談会の定足数は、地区世帯数の三分の一 

の出席（委任状含む）で成立する。」 

★今年６月の決算報告にてその担いのすべてを終えた創立７０周年記念事業において、特別委員会要項

「第３章 ７０周年事業実行委員会に関する要項」の記載削除について審議が行われ承認されました。 

 改訂したＰＴＡ規約は、北大和小学校ホームページに掲載いたします。 

★ＰＴＡ会計中間監査を１０月２９日（火）に行いました。 

★下半期の予算の使い方や各委員会の今後の見通しを見据えながら、来年度の予算の方向性について検討

しました。皆さまの貴重な会費をお預かりしての運営であり、ＰＴＡの意義・目的・時代背景を鑑みな

がら、予算の執行を柔軟に進めていきます。本会の会費は、子ども達のより良い教育環境のためと保護

者も教職員も共に成長するためという目的に沿って使用するべきと考えています。新年度の始めに、各

委員会からの当初予算案提出によるＰＴＡ全体予算案の策定ではないため、１年間を通して校長先生を

はじめとした役員会と、各委員会正副委員長を含めた運営委員会メンバーで予算執行の妥当性を議論し

ています。当初予算に対して、通期の運営上その必要性と妥当性に応じ、予算執行を見送ることや増減

が発生することは、今日の運営上は起こり得ることとご認識いただければと思います。予算は使い切る

ものではありません。必要か必要でないか、その背景はどうなのか、その影響はどうなのかを大切に、

今年度も引き続き検討をしていきます。 

 

【 対外会議出席報告 】 

《役員会》 

◆１０月２７日（日）  下鶴間・つきみ野地区ふれあい広場 

◆１１月 7 日（木）  第６１回神奈川県ＰＴＡ大会 

「大人の背中～子どもと共に成長する協働的な活動へ」 

《校外生活指導委員会》 

◆１０月１７日（木）  市内一斉防犯キャンペーン・防犯パトロール 

《バレーボール実行委員会》  

◆１１月 ４日（月・祝）大和市ＰＴＡ連絡協議会バレーボール大会 

 

 



 

 

― 本部役員 － 

★１０月２３日（水）に子ども達の防災意識を高めるための取り組みとして、新聞紙で食器を作る時間を

設けました。いざという時のための知恵と日頃の準備は欠かせないと考えています。 

各ご家庭では、日頃から災害発生時に必要なものを親子で点検し、「自分を守るための防災袋」を常に

ランドセルに入れ、マスクやハンカチ、防災手帳などを常備しましょう。子ども達の感想や先生方のご

意見を参考に、今後もＰＴＡだからこそできる防災について皆さまと検討していきます。 

★１１月６日（水）に『ＰＴＡってなに？』を配布いたしました。 

本部役員と各委員会の今年度の様子がわかる貴重な１枚です！  

１１月末から始まる地区懇談会での校外委員選出、１２月１３日 

（金）配布のひまわりカード記入の際にも、是非参考にしていた 

だけたらと思います。 

★１１月８日（金）に『小学生と保護者のための子どもの安全・ 

安心ハンドブック』を配布いたしました。たくさんのヒントや 

ポイントがつまっています。ぜひ、お子さまと一緒に一つひとつ 

確認しながらお読みください。また、１１月末から開催される 

地区懇談会でも使用しますので当日ご持参ください。 

 

 

― 学年委員会 － 

気持ちの良い秋晴れの日も、窓からす～っと入ってくる空気が冷たく、１１月だなと感じるようになり

ましたね。学年委員会では、６年生の子どもたちに卒業までの日々をクラスのみんなで盛り上げていって

ほしいという思いから、１０月１８日（金）「クラス一丸！！争奪玉入れ大会」を実施しました。６年生

らしい迫力と団結力を感じ、頼もしく思いました。学校の様々な行事、小さな出来事すべてが、子どもた

ちの良き思い出となればいいなと思います。 

さて、ＰＴＡ役員の選出方法がクラス選出から学年選出に変わり、今年は大切な 1 年目となります。委

員定数の見直しにより、お子さま一人に対し複数回委員を受けるということが回避されました。各委員会

で分担していたボランティア活動も委員会から切り離され、活動の負担感はかなり減少しました。１０月

に実施した委員会内のアンケートでは、イメージしていたよりも負担を感じなかったという声が多くあり

ました。しかし一方で体制が変わることの戸惑いがあることも事実です。クラス選出だからできたことを

どう形を変えて継続するか、委員会内でのサポート、保護者の皆さんへの協力依頼など、アイデアと工夫

は沢山あります。今年度を経験した委員の皆さんの声を、次年度につなげていこうと考えています。 

＜今後の予定＞ 

◆１１月２８日（木） ４学年委員会 「コサージュ作り手伝っちゃお！」 

◆ 1 月１6 日（木） １５：３０～ ＮＰＯ法人キーパーソン２１による講演 

『気づこう！自分の「わくわくエンジン」』（仮称） 

 

 



文化委員会主管 

                          

 

『北小スポーツフェスタ』 

 

受付 １２時４５分～ 

開始 １３時００分～ 

 

～みんなで体験しよう！楽しもう！～ 

 

・カローリング ・ラダーゲッター ・キャッチング ザ スティック 他 

 

― 文化委員会 － 

１１月３０日（土）に開催を予定しています｢北小スポーツフェスタ｣に沢山の参加申し込みをいただ 

き、ありがとうございました。寒くなってきましたが、ぜひ親子でスポーツの秋を満喫してください。 

また、来年の「東京オリンピック、パラリンピック｣に向け、パラリンピック競技の道具にも触れるこ

とが出来るブースもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 広報委員会 － 

北小まつり号カルチャー号の発行に向けて準備を進めています。発行予定は、3 学期になりそうです。 

委員一同頑張ってまいりますので楽しみにしていてください。 

 

― 校外生活指導委員会 － 

１１月３０日（土）～１２月８日（日）にかけて地区懇談会を開催します。敬遠されがちな校外委員で

すが、学校や地域のことに詳しくなれたり交流の輪が広がったり、いいこともあります。日々の登下校も

子ども達にとっては学びの場であることに気づかされ、穏やかな日常のために心を配り、小さな成長を喜

び合う、かけがえのない一年となるはずです。是非ご検討ください。 

◆１２月１１日（水）～１３日（金）はあいさつ運動です。 

「あいさつ運動」へのご参加のお願い（本部役員より） 

 本校も参加する、つきみ野中学校区家庭・地域教育活性化会議では、毎年２回「あいさつ運動」を行っ

ております。これは大人が率先してあいさつを交わす地域作りを実践し、その姿によってあいさつできる

子どもを育てるとともに、地域の絆を深め防犯につなげようとするものです。 

自治会の皆さまとともに、通学路に立って子ども達にあいさつを呼びかけます。 

 

子ども達が元気に一日のスタートを切れるように♪ 

同じ通学班の子ども達や保護者の方々をはじめ、地域の皆さんとの交流を図るために♪ 

子ども達が安全に登下校できているか確認するために♪ 

あいさつを進んでできる子どもに育てるために♪ 

 

日頃から当たり前にあいさつをする私達大人の姿を見せ続け、あいさつの気持ち良さを伝えませんか？ 

各ご家庭でできる範囲のあいさつ運動をぜひよろしくお願いいたします！ 

 



 

日時  １２月１１日（水）～１３日（金） 各地区の登校時間 

※ 自治会の活動は、７：５０～８：１０ 

場所  お子さまの通学班の集合場所を中心に、可能な場所で。 

内容  特に決まりはありません。例えば次のようなことをお願いできたらと思います。 

・通学班の集合場所で、班員の子ども達や保護者の方にあいさつをする。 

・交通量が多いなどの各地区の危険箇所に立ち、通学の安全を見守りながら 

子ども達にあいさつをする。 

   （外に出るのが難しい場合） 

    ・ご自宅の玄関先やベランダからお子さまに手を振る。 

   （お仕事などで、お子さまより先に外出してしまう場合） 

    ・お子さまに思いっきりハグして出かける。 

 ・いつもより意識して、明るいあいさつをして出かける。    など 

 

 「え？いつもしてるけど？」とおっしゃる方も多いかもしれません。そうです！あいさつは特別なこと

ではありません。また、あいさつ運動の期間中だけ行えばよいというものでもありません。 

 このあいさつ運動をきっかけとして、あいさつがより身近になることで、子ども達が安全に笑顔で暮ら

せる地域にしていきましょう！ 

 

― 役員指名委員会 － 

先月に引き続き、皆さまからのご推薦をもとに交渉の活動を進めております。委員より連絡させていただ

きました時には、ぜひ前向きにご検討いただけますよう、委員一同からお願い申し上げます。 

 

― バレーボール実行委員会 － 

11 月 4 日（月・祝）に大和市スポーツセンターにて、大和市ＰＴＡ連絡協議会バレーボール大会が行わ

れました。本校代表チームとして、6 年生の保護者と先生方が選手に、校長先生が監督、教頭先生がコーチ

として出場しました。 

今年からブロックごとに全チーム 2 試合ずつ行い、得点により順位が決まる新しいルールのもと、本校

の戦績は１勝１敗。強豪校相手に本当に素晴らしい戦いを繰り広げ、応援席では今年度作製した応援グッズ

の T シャツとマフラータオルで一体となり、熱い声援を送りました。当日は、朝早くから多くの方に応援

に来ていただき、ありがとうございました！ 

この度、大好評だったマフラータオルですが、限定４０本の追加販売（お一人１本１,０８０円）が可能と

なりました。申し込み本数が４０本を超えてしまった際は、抽選にて販売させていただこうと思います。ご

希望の方は、本運営委員会だよりのマフラータオル希望申込書（裏面）に必要事項をご記入の上、担任の先

生へご提出ください。【提出期限１１月２９日（金）】 

当選の方には、「マフラータオルのご購入について」のお知らせの送付をもってかえさせていただきます

ので、ご了承ください。（お知らせの送付時期１２月５日頃） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

― カルチャークラブ委員会 － 

１１月１6 日（土）に第１9 回カルチャークラブが開催されます。４月から委員一同準備を進めてまい

りました。講師の皆さま、ボランティアにご参加いただく皆さまには資料をお配りしております。児童の

皆さんの笑顔がたくさん溢れるカルチャークラブになりますように、スタッフ一同頑張ってまいります！ 

 

 

第 1９回北小カルチャークラブ             

１１月１６日（土）            

9 時３０分〜１１時３０分         

                          

 

【ＫSＭ北小サポートメンバーからのお知らせ】 

いつもボランティア活動へのご協力ありがとうございます。 

お手元に詳細が届いていると思いますが、11 月１９日（火）に落ち葉拾いを行います。当日飛び入り

参加も大歓迎です！お時間の都合があう間でもちろん大丈夫ですので、ぜひお待ちしてます。（雨天時は

校内清掃です）また、１２月は、ベルマーク回収作業を予定しております。こちらの詳しい内容も改めて

お手紙で配布いたします。宜しくお願いいたします。 

 

第５回運営委員会は、１２月２日（月）１０時３０分から     編 集 

開催されます。（場所 未定）                大畑 瑠亜 

                                           峯尾 陽子 

 

《マフラータオル希望申込書》              申込日   月   日 

当選の方には、「マフラータオルのご購入について」のお知らせの送付をもってかえさせていただきます。（送付時期１２月 5 日頃） 

【提出期限１１月２９日（金）】マフラータオル１本の申し込み（１,０８０円）をいたします。 

児童  年  組  氏名               

 

          保護者氏名               

                                                       （バレーボール実行委員会） 

書 記 

 

〈バレーボール実行委員会〉 


