新入生の保護者の皆様

２０１９年 1 月吉日
国立二小ＰＴＡ

２０１９年度 ＰＴＡ活動について
より良いＰＴＡ活動を目指します！
二小ＰＴＡでは、地域・保護者・学校が支え合いながら、子供たちの見守りを大切に活動しております。２０１９年度
も子供たちが安心して過ごせる環境を守っていけるよう、これまで PTA 活動で築いてきた伝統は尊重し、負担の大
きくなっている活動は軽減し、より良いＰＴＡ活動を目指してまいります。来年度もＰＴＡ活動へご理解とご協力をお願
いいたします。

Ｑ．二小ＰＴＡにはどんな特徴があるの？
Ａ．地域と連携した活動が多いのが特徴です。
子供たちが毎年楽しみにしている、「防災宿泊体験
〜学校に泊まる会〜」や「にーだんごの会」は、育成会
の皆さんとＰＴＡの委員や係が協力して、準備・運営し
ています。また、屋上緑化や花壇の手入れ、芝生の手
入れ等も、地域の皆さんの積極的なご協力を得て、一
緒に活動しています。
このような活動が続いてきた背景には、学校内・家庭
内だけなく地域全体で子供を守り育てていこうという考
え方や、災害等非常時に備えた連携の仕組みづくり、
学校内や学校-保護者間の課題に対する第三者の助
言の獲得といった目的があります。
保護者同士が少しずつ助け合い、地域の皆様に支え
てもらいながら、安心して子供を育てられる環境を作っ
ていけるよう、ご協力をお願いいたします。
Ｑ．会費は何に使っているの？
Ａ．防犯活動や地域との共催行事等です。
年度初めの 4 月に行われる定期総会の予算案に
沿って使用しています。具体的には、地域の方々にご
協力いただいている「ピーポくんの家」関連の維持費、
犯罪抑止のために自転車に取り付けていただいている
パトロールカードの作成費、育成会との共催行事で用
いる消耗品費や講師への謝金、地域の皆さんと一緒に
行っている緑化活動費、学年レクの費用等です。
会費は 4 月の定期総会で決まります。来年度は
今年度と同額の 1,300 円/世帯（教職員は保険料を除
いた 1,200 円）を予定しております。なお会費の納入が
困難な場合、免除することができますので、副校長にご
相談ください。
Ｑ．学級委員・係決めはいつするの？
Ａ．クラス替えのない学年は３月、クラス替えのある
学年と新 1 年生は４月の保護者会に行います。
２０１９度の学級委員は、クラス替えのない学年は 3

月の保護者会で、クラス替えのある学年と新 1 年生は
4 月の保護者会で、各クラスにて、ＰＴＡ会員の中から
選出します。
係（学級委員以外の方で、各活動のお手伝いをする
方）は、3 月に募集します。アンケートに記載いただくご
希望やご都合に沿って、新旧クラス運営委員が協力し
て振り分けを行います。

Ｑ．委員活動は平日の昼間？
Ａ．委員同士で調整します。学級委員全員での会議
は、基本的に学校公開のある土曜日の午後を予定
しています。
平日が忙しい方、土日が忙しい方、様々な保護者が
いらっしゃいます。担当委員同士の打ち合わせは、委
員同士で日程調整しています。メールやクラウドサービ
ス、電話会議等を活用している委員もいます。
Ｑ．活動趣旨に賛同できないので加入したくな
い・・・。
Ａ．期日までに加入しない意思をお伝えください。
本紙をお読みいただき、加入を希望されない場合は、
2 月 28 日（木）までに副校長にご相談ください。新年度
早々に転校予定がある場合等も同様にご相談くださ
い。
ＰＴＡに加入しない場合、毎年度、副校長への連絡を
お願いいたします。
退会してもお子様が不利になることはありませんが、Ｐ
ＴＡ会費を用いて行う活動に参加される場合や、ＰＴＡ
からの子供への記念品を希望される場合に実費をいた
だくことがあります。 またＰＴＡ保険（ＰＴＡ行事中の怪
我、会員についてはＰＴＡ活動下・児童についてはＰＴＡ
の管理下管理外を問わず賠償責任を補填）には加入
できません。

互選会には本紙を持参ください。
お問い合わせは
正副会長グループメールまで
30seifuku@googlegroups.com

２０１９年度 学級委員の選出スケジュール
委員の選出スケジュールは以下のとおりです。ご多用とは存じますが、できる限りご出席をお願いいたします。
日程
3 月 4 月保護者会

項目
学級委員の選出

場所：各クラス
新６年生 ３月８日(金)
新４年生 ３月７日（木）
新２年生 ３月１２日(火)
新 3・5 年生 4 月上旬
新 1 年生
4 月上旬

内容
各クラスで、ＰＴＡ会員の中から学級委員を選出します。
新 1 年生～新 6 年生：各クラス 4 名
＊専門委員の互選は互選会当日に行います。保護者会の日に、
専門委員を決める必要はありません。
＊新 5 年生からは各クラス１名ずつ、会計監査員も選出します。
（新クラス委員以外の方から選出します。）

＊プラタナスの方は、上記日程の保
護者会にご出席いただくか、「委員・
係希望アンケート」で委員の希望を
お知らせください。

＊少人数学年の場合には学級委員の人数を調整する場合があり
ます。（平成 29 年度 6 年生に適用していました。）

4 月中旬（土）

互選会

各クラスから選出された学級委員が集まり、担当する専門

場所：視聴覚室

（9:30〜11:00）

委員を互選します。

（3 階西）

①各専門委員の活動についての説明

出席者：保護者会で選出された学

②専門委員の互選

級委員と２０１８年度学級委員

③新旧委員の顔合わせ（担当ごとに引継ぎ日を設定）
④連絡先の登録・交換
＊時間が限られておりますので、スムーズな互選会運営にご協力
をお願いいたします。

総会資料製本

新旧学級委員でご都合のつく方は、総会資料の冊子作成に

（11:00〜）

ご協力ください。

4 月下旬（土）

議題 ・昨年度の活動報告

場所：体育館

・決算報告・会計監査報告

定期総会
＊新学級委員のみ、総会後に顔合わ （14:00〜15:30）

・新学級委員の承認
・今年度予算案の審議

せを兼ねた活動説明会を予定してい ※時間は予定です

＊学級委員だけでなく、会員の皆様もご参加ください。

ます。

＊ご欠席の場合は 4 月中旬に配布予定の総会資料をご確認の上
総会資料添付の委任状をご提出ください。

係の活動概要（新学級委員以外の方全員が対象です）

☆の付いている係は、人数が多いほど一人あたりの負担が軽くなりますので、ご協力をお願いいたします。
活動項目
防災宿泊体験

日程
5-7 月に数回

募集人数
1-2 名/全校

活動概要

担当委員

事前の準備サポート。経験者の方ぜひお願いします！

学校に泊まる会
(育成会との共催行事) 7/19(金)- 20(土)
＊1,2,3 年生は参加で
20:00 以降（応相談）
きない行事です。
にーだんごの会

10-12 月に数回

(育成会との共催行事)
＊国立市谷保の郷土食 12/6(金)
「煮ぃ団子」という団
子汁を、みんなで一
12/7(土)
緒に作って食べる会
8:30-13:00
です。
エコ活動

第 3 火曜日(８月を除く)
13:45-14:30

二小みまもり隊

ベルマーク

芝生隊

5-6 名/全校

各種サポート及び夜間の見守りをお願いします。避難所
運営について考える機会にもなります。特に男性の皆さ
ん、ぜひお願いします。

1-2 名/全校

事前の準備サポート。経験者の方ぜひお願いします！

4,5,6 年生のみ

1 名/クラス

2 名/クラス
2-3 名/クラス
（１-2 回/人）☆

学期始め等の見守り日

2-4 名/クラス

7:45-8:15 頃

（1-2 回/人）

7 月の平日
9:00-12:00

2 名/クラス

12 月の平日
9:00-12:00

2 名/クラス

6-9 月(8 月を除く)の
毎週火・木
8:30-10:00

40 名以上/全校
（１-2 回/人）☆

前日準備。育成会の方たちとの作業です。場合によって
は準備がなくなることもあります。時間は 11 月の育成会で
確定するため、直前のご連絡となります。
当日準備と運営補助。
子供たちの誘導や調理の見守りの他、力仕事もあります
ので、男性大歓迎です！
子供たちのリサイクル実践のサポートとして、文化担当委
員と一緒に、紙資源を運び出し、回収業者に引き渡しま
す。
事故の起こりやすい学期初め等に、校外委員と一緒に、
二小南西角交差点と郵政正門前で、登校時の見守りをし
ます。
未就学児を連れてのご参加はご遠慮ください。
ベルマークの仕分け・集計作業。
昨年度は、休み時間や放課後キッズで子供たちが使って
いる竹馬とスタンドを購入。購入金額の 10％は、へき地学
校や被災学校等の援助資金として寄付されます。新委員
決定次第、日程をお知らせします。
未就学児を連れてのご参加はご遠慮ください。
子供たちが毎日使う芝生の手入れをサポートします。
芝生の維持管理には、地域の皆さんが積極的に関わって
くださっています。
遅れての参加、途中退出もＯＫです。

校外委員会

校内委員会

文化担当

校外委員会

クラス運営
委員会

クラス運営
委員会

学級委員（専門委員）の活動概要
＊表の活動以外に、全学級委員は、全体会（年３回以上、土曜日の学校公開日の午後または平日午前に開催）に出席する他、運動会
当日のサポート（駐輪場整理等）を行います。

学級委員>執行部 11-12 名

担当委員

人数

会長

1

副会長

3

凡その活動頻度
在宅作業
全体会の準備や運営、保険に関する諸事務（在宅）、育成会定例会(第２月曜午前)への出
通年の活動
席、ＰＴＡ発行の全配布物の確認（在宅）、「ピーポくんの家」登録者管理(市役所と連携)
総会の準備や運営（12-3 月）、学校施設設備等の要望取りまとめ（6-10 月）、ピーポくんの家
期間限定の活動
の諸手続き（主に 11-2 月）
その他
学校、地域、ＰＴＡ行事への協力、諸課題への対応、PTA 役員名簿登録管理 等
月 1-3 回
学校・地域・保護者との連絡調整役。活動日や在宅作業が多く大変なこともありますが、いろいろな方とお
程度
会いする機会が多く、交友範囲が広がります。
おもな活動

任期後１年は育成会に交代で参加し、「はずむ」の編集を担当します。

通年の活動
ＰＴＡ会計の管理、個別の精算（全体会や学校公開日）
期間限定の活動 ＰＴＡ会費の集金（5 月）、決算処理・予算作成（1-3 月、概ね在宅）
会計

2

書記

お金の管理を通して、ＰＴＡ活動をサポートする役。丁寧な対応と正確さを求められる大変さはありますが、
活動日数は少なめです。
総会、全体会の準備や議事録作成（在宅作業）、ＰＴＡだよりの編集、印刷・配布（在宅作業あ
通年の活動
り）、ＰＴＡの文書管理
期間限定の活動 次年度配布物の整理・印刷の取りまとめ（12-3 月）

3

ＰＴＡ活動の内容を会員にお知らせする役。議事録やＰＴＡだよりの編集があるので、お仕事でパソコン等に

月1回
程度

月 1-3 回
程度

慣れている方、文章を書くのが得意な方はぜひ。

通年の活動
文化担当

資源回収業者引渡し(月 1 回第３火曜午後)、奨励金手続き(年 3-4 回)、ＰＴＡだよりの執行部
からの報告箇所の作成

2-3
期間限定の活動 家庭教育学習会の企画募集やサポート

月 1-2 回
程度

集めた紙資源が緑化の資金に。子供たちのリサイクル理解のサポート役です。力仕事が多めなので、体力
のある方、運動不足を解消したい方におすすめです。

学級委員>クラス運営委員会 12 名（各クラス 1 名）

全委員

各クラス
1

通年の活動
期間限定の活動

クラス運営委員会への運営（年４回）、ベルマーク等の回収（年６回）
茶話会・学年レクの企画運営（年 0-2 回）、PTA 会費集金、委員・係決め（4,5 月）

各クラスをまとめる幹事さん的存在。茶話会や学年レク等では、楽しい交流の場をつくることで、保護者同士

月 0-2 回
程度

や保護者と学校を緩やかにつなぎます。
通年の活動
委員長

1

育成会定例会(第２月曜午前)への出席（任意）、ＰＴＡだよりのクラス運営委員会部分の作成

クラス運営委員会の取りまとめ・窓口担当。各係への連絡に用いるグループメールのアカウントを管理しま

月 0-1 回

す。お仕事でパソコン等に慣れている方、ぜひお願いします。
2

ベルマーク集計の取りまとめ担当。
集めたベルマークで、二小の子供たちに必要なものを購入でき、購入価格の 10％はへき地学校や被災学校 年 4－6 回
等の援助資金として寄付されます。

芝生担当

2

芝生隊の取りまとめ担当。年４回、芝生維持委員会＊（学校公開日の午後開催）にも出席します。
＊子供たちが毎日使う校庭の芝生を維持管理している、学校・二小同窓会・ＰＴＡ・育成会・育成会ソフトボー
月 0-1 回
ル部・国立二小サッカークラブ・国立クラブ・西の会・三和会が委員会メンバー。
＊PTA からは、クラス運営委員 2 名が委員として関わります。

庶務

1

委員長の仕事を補佐します。

育成会担当

１

育成会定例会（第２月曜午前）への出席（任意）

ベルマーク
担当

月 0-1 回
月1回

学級委員>校内委員会 12 名
全委員

委員長

1

期間限定の活動

校内委員は全員「にーだんごの会」の前日・当日サポートを行います。

通年の活動

校内委員会の運営（年３回）、ＰＴＡだよりの校内委員会部分の作成、
育成会定例会(第２月曜午前)への出席、にーだんごの会サポート（適宜）

月 1-2 回
程度

校内委員会の取りまとめ・窓口担当。各係への連絡に用いるグループメールのアカウントを管理します。
お仕事でパソコン等に慣れている方、ぜひお願いします。
通年の活動

給食
担当

2

保健衛生
担当

給食センター開催の委員会への参加（月 1 回）、給食アンケートの実施
給食センターの見学や試食会（年１回程度）、校内委員会への出席（年３回）

月 1-2 回
程度

給食センターに子供や保護者の声を届ける役。食育に関心のある方、食物アレルギー等で給食に困難を
感じている方、力を貸してください。
通年の活動
校内委員会への出席および議事録作成（年３回）、その他適宜資料作成あり
期間限定の活動 学校保健委員会の準備（5-11 月）

2

月1回
程度

学校保健委員会に保護者の声を届ける役。子供の心身に関わる心配ごとを取りまとめて伝え、委員会
が保護者も学べる場になるよう活動します。PC の使用頻度高めです。
校内委員会への出席（年３回）
通年の活動
フラワー隊の運営（5-10 月:毎週木曜 11-4 月:隔週木曜、午前 10-11 時）

緑化担当

4

屋上や正面玄関横花壇のお手入れをするフラワー隊の取りまとめ役。活動をする準備の買い出しもして
います。育成会の方や中休みの子供たちともふれあいながら、保護者同士和気あいあいとした交流の場

春夏月 4 回
秋冬月 2 回
程度

を提供します。

「にーだんご
の会」担当

通年の活動
期間限定の活動
3

校内委員会への出席（年３回）
にーだんごの会の準備・運営（10-12 月）

育成会との共催行事「にーだんごの会」の準備・運営を担当。２００人を超える参加者を取り仕切る大変さ
はありますが、子供たちの笑顔がうれしい活動です。

月 0-1 回
＋
10-12 月は
月 3 回程度

学級委員>校外委員会 10-12 名

通年の活動
委員長
(兼地区班チーム)

地区班
チーム

1

みまもり隊への協力（登校時）、校外委員会の運営（年４回）、集団下校のみまもり
ＰＴＡだよりの校外委員会部分の作成、育成会定例会(第２月曜午前)への出席

校外委員会の取りまとめ・窓口担当。各係や地区班長への連絡に使うグループメールのアカウントを管理
します。お仕事でパソコン等に慣れている方、ぜひお願いします。
通年の活動
みまもり隊への協力（登校時）、校外委員会への出席（年 1-2 回）
期間限定の活動 運動会ＰＴＡ種目運営、新地区班長会議＆新 1 年生保護者会（２月）

2-3

登下校の安全だけでなく、ご近所さんとつながることで犯罪の抑止や災害時の備えにもなる地区班活動。
その取りまとめ役、各班からの相談窓口役を担います。
通年の活動
みまもり隊への協力（登校時）、校外委員会への出席（年 1-2 回）

防災・防犯
(学校に泊まる会)
チーム

通学路
チーム

期間限定の活動

学校に泊まる会の準備・運営（5-7 月）、運動会ＰＴＡ種目運営、パトロールカードの発注（1 月）

4
育成会との共催行事「学校に泊まる会」の準備・運営を担当。宿泊を伴うので、防犯上、また災害時の体制
づくりの観点からも、男性の皆さん大歓迎です。
通年の活動
みまもり隊の運営、校外委員会への出席（年 1-2 回）
期間限定の活動 通学路危険箇所の把握 (7-8 月)、運動会ＰＴＡ種目運営、実踏調査とマップ作成(12-1 月)
3-4

登下校の安全を守る活動の取りまとめ役。保護者アンケートをまとめたり、関係機関や学校と合同点検し要
望を伝えたり、地道な作業で子供たちを守ります。

月 1-2 回
程度

月1回
程度

月 0-1 回
＋
5-7 月は
月 4 回程度

月1回
程度

