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★校長先生あいさつ★ 

 お忙しい中ありがとうございま

す。なかなかコロナが収まらない状

況でして学級閉鎖や休業が続いてお

ります。まだまだご協力いただくこ

とがあるかと思いますがよろしくお

願いいたします。最後の実行委員会

ということで、今年度も大変お世話

になりました。残り 30 日を切りま

したが最後までよろしくお願いいた

します。 

★PTA 会長あいさつ★ 

平日のお忙しい中お集まりいただ

きありがとうございます。今年度最

後の実行委員会となり各委員会から

の活動報告が中心になると思います

がよろしくお願いします。 

 

★各部・各委員会からの連絡★ 

【本部】 

＜活動報告＞ 

◆1/22(土） 第 7 回役員会開催 

◆2/21(月） 第 8 回役員会開催 

 

＜今後の活動予定＞ 

◇2/21(月) 第 5 回実行委員会【最

終回】(※) 

◇3/7(月)  第 3 回チーフ会【最終

回】@PTA 会議室（※） 

 

【学級代表連絡会】 

＜活動報告＞ 

◆1/22(土) 第 3 回部会 

 

＜今後の活動予定＞ 

◇2/21(月) 次期学級委員選出アン

ケート配布 → フェアキャスト配信へ変

更になりました。 

◇2/21(月) 第 4 回部会 

◇2/28(月) 1〜6 年生 保護者会に

て担任の先生方に花束贈呈 → 保護者会

がＺｏｏｍになったため、修了式に変更

になりました。 

◇3/3(木)  「感謝の集い」 中止         

◇3/4(金)  次期学級委員選出アン

ケート 提出期限（回答方法はＷｅｂの



み、faircast に添付されたリンクから）    

◇3/24(木) ひまわり学級 修了式

後に、担任の先生方に花束贈呈 

 

【文化厚生部】 

＜活動報告＞ 

◆2/7-2/13 ベルマーク回収 各担

当が回収、各自で集計作業 

＜今後の活動予定＞ 

◇仕分け済みベルマークの提出、最終集

計、ベルマーク協会へ発送、本部への報

告 

 

【広報部】 

＜活動報告＞ 

◆1/17(月) 学校と家庭 74 号 初稿

回覧（学校、PTA 本部宛） 

＜今後の活動予定＞ 

◇ 2/10(木) 学校と家庭 74 号 二稿

学校再チェック対応 

◇ 2/18(金) 学校と家庭 74 号 校了 

◇ 3/1(火)  学校と家庭74号 発行・

配布（800 部を予定） 

 

【地域委員会】 

＜活動報告＞ 

◆11 月 地域委員発通信 No.3(学区域

危険箇所巡回調査の報告）文書配布 

◆12/2 「スクールガード連絡会」出

席（オンライン） 

◆1 月 次年度地域委員長及び副委員

長の希望アンケート作成 

◆1 月 ｢子ども 110 番｣協力者調査

説明会出席→中止 

＜今後の活動予定＞ 

◇1 月下旬〜２月 「子ども 110

番」協力者へのお礼・ご挨拶回り →中止 

◇2 月 次年度地域委員長及び副委員

長の希望アンケート配布→回収→ 

選出 

◇3 月 新旧地域役員引継ぎ 

 

【ひまわり】 

＜活動報告＞ 

◆１月 オンライン講演会「進路につ

いて考える」開催(連絡協議会) 

＜今後の活動予定＞ 

◇3 月 担任・講師・支援員の先生へ

花束贈呈 

◇3 月 新年度委員へ引き継ぎ 

 

★トピックス★ 



1. 2022 度に向けた PTA 活動の改善提

案について 

ご協力ありがとうございました。提案等

を元に、次年度の改善計画についてご説

明させていただきました。 

・歓送迎懇親会 → 次年度以降 中止 

・ベルマーク活動 → Web ベルマークや

仕分け方法など次年度委員と役員で検討

する。 

・林町小学校 PTA 専用のメールアドレス

運用 → メールアドレスを取得し、次年

度の本部役員へ引き継ぎます。 

・林町小学校 PTA 専用の HP 作成 →学

校側の確認依頼と継続的な運用を前提と

して、次年度役員で検討いただけるよう

になりました。 

・広報誌のデジタル化 → 広報誌の一部

または、全てをデジタル化出来るように

なりました。具体的な内容は、次年度の

広報委員と本部役員で検討し推進するこ

とになりました。 

 

2. 2021 年度事業報告、2022 年度事業

計画案について 

ご協力ありがとうございました。来年度

の PTA 総会議案書として配布予定です。 

 

３. 2022 年度の本部役員承認について 

2 月 10 日週から暫定承認手続き、2 月

18 日まで。 

速報値：賛成が過半数を超えましたので

来期の本部役員については暫定承認とな

りました。正式には、来期の当初総会で

最終承認となります。 

 

４．2022 年度の学級委員選考について 

・学級代表の皆様には、2022 年 4 月の

保護者会にて学級委員の選考をお願いし

ます。 

・正副部長・委員長の皆様には、同日午

後の委員総会にて各部・委員会の委員

長・副委員長決めへのご出席をお願いす

ることになります。 

 

５. 2022 年度暫定予算案について 

各部・委員会の担当者からいただいた意

見と本年度の会計活動を振り返り、来年

度予算案（暫定）を作成いたしました。 

 

６. 第 3 回チーフ会について 

・各部・委員会、サークルの代表者は、

帳簿、領収証ファイル、会計担当者印鑑

のご持参をお願いいたします。 

・チラシの配布方法について 



3 月 7 日が最後のチーフ会になります。

チラシの配布方法もその時にご相談させ

てください。 

 

７. アクティ林町と土日開放事業につい

て 

来年度も今年度に引き続き明日葉さんに

アクティ林町の運営を委託します。 

 

★今後のスケジュール★ 

◎3/7（月） 

第 3 回チーフ会【最終回】＠PTA 会議

室 

各部・委員会（15：00〜）／サーク

ル（15：30〜） 

 


