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第 4 回 実行委員会だより   － 報告書 回覧 － 
実行委員会開催日:2023 年 1 月 23 日 

文京区立林町小学校 ＰＴＡ会⾧ 菅 裕輔   2023 年 2 月 20 発行(第 4 号) 

★校⾧先生あいさつ★ 

つい先日避難訓練を行いました。校庭に避難し

てそのまま全校生で話を聞くというのは三年ぶ

りでしたが、静かに話を聞く子どもたちを見て、

これがもともとの姿だったのだろうなと感じま

した。もうすぐ校庭で新校舎の工事も行われま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

★PTA 会⾧あいさつ★ 

本日は初めて Teams でオンライン会議を実

施しています。声が聞こえづらいなど、ご意見や

ご感想があればお知らせください。 

 

★各部・各委員会からの連絡★ 

【本部】 

＜活動報告＞ 

◆7/2(土) 第 4 回役員会 

◆8/27(土） 大原盆踊り大会 

◆9/9(金) 第 5 回役員会 

◆10/1(土) 運動会 

◆10/14(金) 第 2 回チーフ会※ 

 第 6 回役員会 

◆11/19(土) 学習発表会 Zoom 配信 

◆11/25(金) 小 P 連副会⾧会開催 

◆11/27(日) 親子ふれあい教室 

◆12/17(土) タグラグビーフェス 2022 

        移動科学教室→中止 

＜今後の活動予定＞ 

◇2/5(日)  文京区・南会津町交流雪遊び 

◇2/20(月) 第 8 回役員会 

 第 5 回実行委員会 

 

【学級代表連絡会】 

＜活動報告＞ 

◆7/2 (土)   保護者会後の懇談会→中止            

◆8/27 (土)  大原夏祭りお手伝い 

◆10/1 (土)  運動会お手伝い 

◆10/14 (土)  第 2 回チーフ会 

◆12 月  移動科学教室→中止 

＜今後の活動予定＞ 

◇1 月  学年活動の代わりの物品購入 

 予定 

◇1/23(月) 学級代表連絡会部会 

◇2/20(月)  学級代表連絡会部会 

 

【ひまわり】 

＜活動報告＞ 

-林町小内の活動- 

◆6 月  校⾧先生との話し合い 

◆7 月  転出する児童へのプレゼント贈呈 

◆9 月  校⾧先生との話し合いの内容報告 

◆10 月  運動会のお手伝い 

◆11 月  産休に入る先生へのプレゼント贈呈 
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＜今後の活動予定＞ 

◇2～3 月 来年度のひまわり学級内委員を決定 

◇2～3 月 6 年生への寄せ書きアルバム作成 

◇3 月  担任・講師・支援員の先生へ花束 

 贈呈 

-文京区特別支援学級連絡協議会の活動（本年度

は研修担当-） 

＜活動報告＞ 

◆6 月  連絡協議会の総会にオンライン参加 

 （BAND にて投票・承認） 

◆8 月  区との話し合いに向けた内部検討会 

 に出席 

◆9 月  区との話し合いの議題に関する実態 

 調査アンケートを実施 

◆9 月  協議会の会員名簿作成 

◆9 月  中学校生活の様子を聞く会を主催 

◆10 月  1 月講演会のパネラー探しと質問 

 募集 

◆11 月  区との話し合いに出席 

◆12 月  区への追加質問・要望の取りまとめ 

＜今後の活動予定＞ 

◇1 月  支援級・支援学校卒業後の進路に 

 ついての講演会主催 

◇3 月  新年度連絡協議会委員への引き継ぎ 

 

【文化厚生部】 

＜活動報告＞ 

◆7/13(水) 給食試食会 

◆8/27(土) 盆踊りお手伝い 

◆9/1～6 自宅で仕分けをしたベルマークの

回収 

◆9/10(土) 担当者による集計 ※すでに退会

の決まっている企業 2 社のベル

マーク発送作業 

◆10/1(土)  運動会お手伝い 

◆10/14(金) 第 2 回チーフ会 

◆11/3、23、12/10  

 3 スポーツ大会のお手伝い 

 （今年度はなし） 

◆11/19(土) 学校保健会総会特別講演 

 （YouTube 配信） 

◆12 月初旬 移動科学教室（今年度はなし） 

◆12/16～  次年度へ向けた業務改善等の取り 

 纏め 

◆1/10～   ベルマーク回収の呼びかけ 

◆1/23(月)  第 4 回実行委員会 

＜今後の活動予定＞ 

◇1/25(水)  三役（ベルマークリーダー含む） 

 5 名打合せ 

◇2/20(月)  第 5 回実行委員会 

◇3/1～3/4  自宅で仕分けをしたベルマークの 

 回収 

◇3/6（月） 第 3 回チーフ会 

◇3/11(土) 担当者による集計・カートリッジ 

 の仕分け・発送作業 

◇4 月   第 1 回部会資料・引継ぎ資料等 

 の作成 

       委員総会・当初総会への出席、 

 新文化厚生部員への引継ぎ 
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【広報部】 

＜活動報告＞ 

◆7/1(金)  『林町 158 号』発行および配布 

◆9/17(土)  第 3 回部会（学校と家庭 75 号

企画） 

◆10/1(土)   運動会取材 

＜今後の活動予定＞ 

◇1/23(月）   学校と家庭 75 号 初校回覧 

 （学校、PTA 本部宛） 

◇2/17(金)  学校と家庭 75 号 校了 

◇3/1(水)   学校と家庭 75 号 発行・配布 

 

【地域委員会】 

＜活動報告＞ 

◆6/17 危険箇所アンケート取りまとめ、 

 ハザードマップ作成→HP 掲載 

◆6/27  スクールガード連絡会 出席 

◆7/12 地域委員発通信 No.2（ラジオ体操 

 のご案内）印刷、配布 

◆8/27  大原夏祭り 手伝い 

◆9/5  地域委員発通信 No.3（簸川神社祭

 りのご案内）→HP 掲載 

◆10/1  運動会 手伝い 

◆10/14  チーフ会 

◆10/25  学区域危険箇所巡回調査 

◆11/18  地域委員発通信 No.4（危険箇所 

 巡回報告）印刷、配布 

◆11/30 スクールガード連絡会 出席 

＜今後の活動予定＞ 

◇1/18 日 子ども 110 番調査説明会出席 

◇2/1  来年度地域委員希望アンケート 

 印刷、配布 

◇2/17  アンケート回収、委員選定→新旧 

 引き継ぎへ 

◇2～3 月  子ども 110 番お礼回り（3 年ぶり 

 の挨拶まわり） 

 

★トピックス★ 

1. 業務改善アンケート    

皆様からご回答いただいたものに関しまして、

本部と学校側の回答をまとめております。次回

役員会でご報告等ができると思います。 

 

2. 中間監査報告    

11 月中に、PTA 会議室にて中間決算報告書の

監査を行い、内容について適切であると確認

し、学校へ報告。家庭数配布済み。 

 

3. 2023 年度暫定予算案について   

各部・委員会の会計ご担当の方より、今年度の

費用概算および来年度の概算要求につきまして

ご連絡いただきました。 

来年度暫定予算案は、本部・各部委員会での訂

正・確認を経て、２月の実行委員会にて配布

し、暫定予算案を確定する予定です。 

本年度の予算消化状況から、購入するもの、そ

の他の使い道がないかを確認しました。今年度

の活動状況を鑑み、新規追加提案科目は下記の

通りです。 

◆副会⾧活動費:年 3000 円/人 
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業務量が本部役員の中でも多く、外部会議への

出席もあることから通信費等が必要であると判

断。通信費、交通費込み。回収なし。 

◆SNS 使用の費用として 10 万円計上 

本部コミュニケーションツールとしていた

Chatwork の有料化に伴い、ツール使用費とし

て 10 万円を計上。 

◆ひまわり学級独自の活動費徴収を廃止。ま

た、ひまわり学級の学年活動費から合同学年活

動費への徴収を廃止。合同学年活動費はひまわ

り学級からも徴収していたが、ひまわり学級の

児童は通常クラスにも在籍していることから二

重徴収となるため。ただし、ひまわり学級へ独

自の活動費はこれまで通り年間３万円を支給。

この活動費から合同学年活動費を徴収すること

はしない。また、ひまわり学級独自で徴収して

いる保護者会費は徴収を廃止。 

◆サークル応援費の廃止提案 

大会応援費としての実体が伴わない為、廃止を

提案。PTA 会費を還元すべきはあくまで児童で

あるため。 

◆特別委員会費（選考委員会の通信費）の半減

を提案。テキストメッセージのやり取りで終わ

っていることや通信費が数百円もかかっていな

いことも多いとのこと、一人 XX 円の支払いで

はなく、通信費の実態に合わせて選考委員会内

で配分していただくのはどうか。 

◆中間決算および決算資料の電子交付を提案。  

決算資料には個人の押印があることから、PTA

役員名簿同様にパスワードをかけてフェアキ 

ャスト上で配信するのはどうか。 

 

4. 来年度の学級委員選考について   

例年通り、来年度の学級委員の選考を今年度の

学代さんにお願いする予定です。ご協力よろし

くお願いします。 

 

5. 東京都 PTA 協議会互助会様主催のキッザニ

ア招待イベントについて  

今年度は、互助会様とキッザニア施設側で折り

合いがつかず、中止となりました。かわりに互

助会様主催の劇団四季ライオンキング鑑賞が企

画され、当校も昨年末に応募しましたが、残念

ながら応募校多数で抽選となり、抽選の結果落

選だったそうで、割り当てがなかったため、本

年は当該イベントの参加はかないませんでし

た。 

 

6. 来年度の当初総会 

書面開催の方向で進めています。 

 

★今後のスケジュール★ 

◎2/20(月)15 時～ 第 5 回実行委員会 

 【最終回】＠Teams 

◎3/6(月)15 時～ 第 3 回チーフ会 

 【最終回】＠PTA 会議室 


