
家庭数 会員のみなさま 
令和4年６月吉日 
荏子田小学校ＰＴＡ 
運営委員会 
 令和4年度 5月号 運営委員会だより 

日頃より 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。 

日毎に暑さが増してまいりましたが、いつも元気な子ども達の姿に癒されます。 

今年度も制限が多い中での生活となりますが、人とのつながりを大切に、楽しい 

学校生活を送れるよう、サポートをしていきたいと思っております。 

 

さて、本年度のPTAスローガンは【共に歩もう、未来への架け橋】です。 

PTAスタッフは子供たち、保護者、先生、地域の架け橋となり、 

「子供たちの輝く未来」のお手伝いをしていきます。 

どうぞ、よろしくお願い致します。 

 

PTA活動に関してのご意見・ご感想・ご相談など… 

お気軽に役員にお声がけください。 

PTAボックスへの投函、またはメールでのご意見も 

お待ちしております。無記名でもかまいません。      

  役員会Email ekodapta2022@gmail.com 

 

PTAボックスは昇降

口の右側にあります 

運営委員会は、毎月第４金曜日9：30～より 会議室にて 

日時変更あり  ～お気軽にご参加ください～ 

(現在は、感染状況を確認しながら会議室とZOOMにて開催し

ています。参加ご希望の方は事前に役員会メールまでご連絡

下さい。お待ちしております♪） 

♣5つの委員会と学校代表で構成されています 

♣月に一度開催され、連絡・報告・調整・情報共有をしています 

♣本年度の第1回運営委員会は4月22日、第2回は5月27日に実

施いたしました 

♣各委員会で連携し、より良い活動につなげていきたいと思います 

 

 

役員会メールアドレス 



 

【役員会】 

3/13 イベント委員会第1回定例会出席 

3/15 プレ役員会 

3/16 校外委員会第１回定例会出席 

3/28 総会についての引き継ぎ（zoom） 

4/1   新入生キットの作成 代表引き継ぎ  

   保険関連説明 

4/4   転入生キットの作成 保険手続き作業確認 

4/7   荏子田小入学式  

     おやじの会顔合わせ 

4/12 第1回役員会 

    荏子田小文化スポーツクラブ総会 

4/13 会計監査 

4/20 運営委員会zoom用機器等の事前準備と確認 

4/28  校外委員会 第 2 回定例会出席  

5/7   すすき野地区社会福祉協議会 拡大理事会出席  

    総会用回答フォームの確認(テスト配信) 

5/15 すすき野地区社会福祉協議会 定期総会出席  

5/17  PTA 団体傷害保険振込 

5/22  R4 すすき野コミュニティハウス運営委員会出席 

5 月中 総会に向けた関連作業(総会日 5 月 24 日） 

【学年学級兼推薦委員会】 

4/21 第1回定例会開催 

・新1 年生委員選出 

・今年度の懇親会・給食試食会について 

4/11「卒業を祝う会のメンバー募集」手紙配布 

5/19 第2回定例会開催  

・1・2年生対象の懇親会開催方法について 

・6年生卒業を祝う会の進捗報告 

・6 月開催予定の保健委員会について 

・係別作業内容確認（ベルマーク係・推薦活動係） 

・今後の予定相談 

 

 

4月5月の運営委員会会議は学校の全面協力のもと、対面式とオンライン（Zoom）の同時開催を試みました。
それぞれの利点を生かし、安心して活動を行えるよう、今後も試行錯誤しながら開催していきます‼ 

Zoomから見た会議室 

会議室の全体の様子がわかります 

モニターを設置しｚｏｏｍ参加者の様子がわかります 

会議室の様子 



【イベント委員会】 

3/13  第1回定例会 

・運営委員会出席順番確認 (2 回連続持ち回りで調整) 

・イベントの内容決定 映画 de ナイト 

 回数、開催時期、延長案検討 

4/10  第 2 回定例会 

・開催日決定 8/27(土曜日) 

・映画タイトル検討 ディズニー映画に決定 

・映画 de ナイト分担表の作成と展開 

 5 月 集合型の定例会なし 

 LINE 等でイベント企画・配布物作成・打合せを実施 

・ 5/16 第 1 回「エゴノン通信」題材提出 

 内容:親子 de 映画ナイト 2022 参加者募集のお知らせ 

・ 映画イベント詳細決定 

 
 【広報委員会】 
・主に教職員紹介号の準備 

 2月 下旬 教職員紹介号の構成・印刷会社との打ち合わせ 

 3/8  第1回 広報定例会 

 4/7～ 紹介号に載せる教職員の顔写真撮影。 教職員アン 

   ケート回収。 校舎撮影。 ファイル作成 

 4/11～15 初校入稿 

・主に教職員紹介号 1~3校の確認・修正 

4/22~27 

  PDF ファイル、出力紙にて、広報委員で確認 

4/23~26 

 教職員の皆さんに確認依頼 

4/27 第2回 広報定例会 

 各委員会に紹介文の確認依頼(5 月 6 日締め切り) 

 役員会へ1校データを送信し、報告 

5/ 2  

 印刷会社さんへ修正依頼(読み仮名ファイル添付) 

5/14~17 

  ⇒PDF ファイル、出力紙にて、広報委員で確認 

5/16 

 教職員の皆さんに確認依頼 

5/18 

 役員会へデータを送信し、報告 

 印刷会社さんへ修正依頼 

 ⇒ PDF ファイルにて、広報委員で確認 

5/19 

 最終チェックを終え、印刷会社さんへ印刷依頼 
 請求書を役員（会計）へメール 

 

   【校外委員会】 

3/16  第 1 回定例会 

  通学路危険箇所アンケートについて話し合い 

3/17・23 

   見守りレター(交差点見守り当番表)作成 

3/20  区役所に提出書類作成 

4/5 ~15 

    通学路危険箇所写真撮影 

4/6  見守りレター(交差点見守り当番表)印刷、製本、    

       配布セット 

4/11 「春の交通安全指導について」すすき野交番へ 

        協力依頼 

4/15  通学路危険箇所アンケートについて話し合い 

5/2   こども 110 番最新版保険内容確認、今年度の    

         連絡事項に反映し、文書作成 

5/6   スクールゾーン協議会案内状作成、事前打ち合 

        わせ資料回覧 

5/13  スクールゾーン班事前打ち合わせ資料印刷 

5/16  こども 110 番作成文書印刷 

5/18  こども 110 番宛名書き封筒 100 件,返信用封筒   

        100 件作成、在籍者用封筒 8 件作成、封入作業 

5/24  第 3 回定例会 

5 /25 スクールゾーン班事前打ち合わせ 

 

<報告>回覧文章の回覧方法(スタンプラリー)変更 

 



            〜総会について〜 

 昨年度に引き続き、本年度のP T A総会は、書面総会としまして、オンライン決議の結果、Ｐ

ＴＡ規約第6章（総会）第7条により、会員の2分の1以上の議決権行使書及び委任状を以って本

総会は成立いたしましたことをご報告いたします。皆様のご協力に役員会一同、心より感謝申

し上げます。 

 

 
      令和4年度ＰＴＡ総会議決結果 

 ＰＴＡ会員数 332名 （家庭数309名 教員数23名）    

 回答数 288名（内、同一家庭による重複回答数 8名 白紙委任 66名） 

 白紙委任：委任欄にチェックがあり、かつ各議案に対しての回答がないもの 

   （第1号議案）賛成 213票 反対 0票 回答なし 1票 

   （第2号議案）賛成 212票 反対 1票 回答なし 1票 

   （第3号議案）賛成 211票 反対 1票 回答なし 2票 

   （第4号議案）賛成 211票 反対 0票 回答なし 3票 

   （第5号議案）賛成 208票 反対 0票 回答なし 6票 

すべての議案について、過半数の賛成を以って可決されました。 

  

   

    

《発行元》 

ＰＴＡ書記 有井 真由美・菊池 真紀代     

校長    青木 勇  

「親子 ｄｅ 映画ナイト！2022」参加者募集のお知らせ   

 

今年度のイベントは映画鑑賞会を開催いたします。  

ぜひ、ご家族やお友達と一緒に夜の映画を楽しみませんか？  

    

  日程：８月２７日（土）  

  開場：１７時３０分  

  上映：１８時～   解散：１９時４５分頃  

  場所：荏子田小学校 体育館  

  上映映画：ベイマックス（ディズニー映画）  

 ※参加申込のご案内は6月中に配布予定です。 

 ※今後の新型コロナウィルス感染拡大状況によっては 

  イベントを中止する場合があります。 

なお、総会に関すること、特に議決権行使書・委任状に関して、わからないことやご意見等は、 

PTAボックスまたは Eメール ekodapta2022@gmail.com までお知らせください。 

 


