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平成29年7月14日
つくし野小学校ＰＴＡ
校長 渡邉 真
会長 石岡 久美子
書記 渋谷・朝倉

◆ 第2回運営委員会を開催しました ◆
◎ 日 時 ： ７月 ７日（金） 午前１０時～１１時３０分
◎ 場 所 ： 視聴覚室
◎ 出席者 ： 校長先生・副校長先生・ＰＴＡ会長・運営委員（計３７名）

会長あいさつ
おはようございます。本日もお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。
今年度は運営委員会回数が隔月開催となり、連絡事項、審議事項が多くなっておりますが、どうぞよろしくお願い致
します。
先日、今年度の広報誌が皆様のお手元にも届いたかと思います。広報誌委員会の皆様、お疲れ様でした。そして
ありがとうございました。ここ数年、広報誌の在り方につきましては議論が交わされている状況ではありますが、子ど
もたちや保護者の皆様に喜んでいただけるつくし野小学校独自の広報活動を続けていきたいと思います。
学校からのお便りなどでご存知かと思いますが、昨年２月、今年５月に市内で痛ましい事故が起こりました。そこで、
ＰＴＡとしてつくし野小学校の子どもたちはもちろん、地域においてもこのような痛ましい事故が起きることのないよう
に出来る取り組みを考え、この度ＰＴＡでの横断旗購入を検討致しました。以前から保護者の皆様や地域の方々から
も横断旗の補充を求める声をいただいており、通学路付近の環境を一度整えたいという思いもあり、校外委員さんに
は今回、横断旗入れの作成、通学路用横断旗購入の検討をお願いしております。
また、登校時見守り活動の充実を図るためにも保護者の皆様、１家庭１本ずつの横断旗の配付をさせていただきた
いと考えております。今年度は全校児童の保護者を対象としていますので、予算面では大きな支出となってしまいま
すが、横断旗を見守り活動以外にも活用していただき、子どもたちの安心・安全のため保護者の皆様にはご協力とご
理解をお願い致します。
その他にも、本日は予算に関する審議が多くなっておりますが、子供たちの学習、環境、安全のためとなりますので、

校長先生あいさつ
◆１学期のまとめです
今日は七夕です。昔は小学校ものんびりしていたので集会も頻繁に行っていました。「七夕集会」は必ずやっていました。集
会委員の人が七夕の話をして、近所からもらってきた笹に願い事を書いた「短冊」をつるしました。日本の伝統的な行事は時間
があればやっていけたらと思います。
あと１０日で１学期も終わりになります。最後まで気を抜かずに過ごせたらいいと思っています。
◆道徳授業地区公開講座など
６月は道徳授業地区公開講座、特別支援教育後援会、セーフティ教室と保護者の方が学校にて学ぶ機会が多くありました。
「子供がやる気になる魔法の質問」「不審者やインターネットにかかわる対応」等、どれも貴重な内容だったと考えています。保
護者の方も、なかなか時間の無いことは分かっていますが、時間を見つけて講演会に出かけて、自分を磨いて高めてほしいと
思います。
◆「夢・未来プロジェクト」
６月３０日（金）「夢・未来プロジェクト」がありました。東京都教育委員会が企画した内容に応募して当選したものです。当日は、
ウィルチェアーラグビー日本代表の選手の官野一彦選手と羽賀理之選手が来てくださいました。二人ともリオパラリンピックの
銅メダリストです。模範演技で車いす同士の激しいぶつかり合いやものすごいスピードを見せてくれました。官野選手には障害
を持った時からの苦しみと希望について話をしてもらいました。絶望の淵から立ち上がり、自分の良さに気付き、夢を目標に変
えて実現するために行動することの大切さを感じることができました。
◆学校閉庁日について
町田市教育委員会では、今年の夏休みに学校を一斉に閉じる「学校閉庁日」を設定しました。これは持続可能な社会の実現
を目指す「エコ対策」と「働き方改革」を進めるためのものです。本校は８月９日（水）、１０（木）とします。基本的に、この日は教
職員は勤務をしていない日になります。緊急の場合は、教育委員会の指導課に連絡するようにお願いします。
◆登校時の見守り、横断旗について
セーフティボランティアの方々とお話をするなかで「横断旗」が古くなっていて使いづらいという話が出てきました。何年間も話
題になっていましたので、この度「ＰＴＡの方でも検討します」という話を聞きました。ＰＴＡの方の朝の見守りでも「もっといい旗
があればいいのに」という話題も出ているといいます。町田市からも毎年１０本支給されますが、これを機会に横断旗がそろえ
ばいいなと思っています。
◆夏休み体験教室
日 時 ：

８月１日（火） １３：３０～１５：３０

内 容 ：

卓球・紙飛行機・ヒップホップ・バスケットボール・お琴・クッキング・夏工作・水球・石鹸づくり

講師は地域の方や保護者、中学校の先生、本校の先生です。充実した教室になると思います。

学校からのお知らせ
7/10
7/18

不審者対応訓練
大掃除（町田市は東京オリンピック・パラリンピックで南アフリカ共和国を応援するホストタウンになりました。
それにちなみ7月18日のネルソン・マンデラ国際デーに奉仕活動として大掃除をすることにしました。）
終業式
夏季プール
個人面談
日光林間学校
夏休み体験教室
ジュニアサマーキャンプ
学校閉庁日
開放プール
ラジオ体操
夏休み補習教室
始業式、引き渡し訓練、テストメール配信

7/20
7/21～8/2
7/21～8/3
7/27～7/29
8/1
8/4～5
8/9～10
8/14～17
8/21～25
8/24～28
9/1

＜本部・各委員会より 活動報告＞
◆地区委員会◆

◆本部◆
［本部全体］

5/17

5/16

町田市学力向上推進フォーラム（於：市民ホール）出席

5/25

5/19

セーフティボランティアさんとの連絡会出席

5/27

運動会 来賓受付お手伝いおよび体育館パトロール実施

5/31

第1回ジュニアサマーキャンプ実行委員会出席

6/2

五校交流会出席

6/1

「この指とまれお手伝いのお知らせ」印刷配布

6/3

つくし野中学校・南成瀬中学校体育祭出席

6/16

第2回本部会

6/10

「この指とまれ」をつくし野小にて開催・参加

7/7

第3回本部会

6/13

ジュニアサマーキャンプ実行委員会実踏参加

7/21

地区懇談会出席予定

6/21

第2回ジュニアサマーキャンプ実行委員会（抽選会）出席

第1回つくし野地区委員会役員会出席
第1回つくし野地区委員会定例会出席
「ジュニアサマーキャンプ」「この指とまれ（6/10実施分）」印刷配布

「歩け歩け大会お手伝いのお願い」印刷配布

［副会長］

6/28

第2回つくし野地区委員会役員会出席

5/18

登校時見守り活動当番表（1学期後半分）印刷配布

6/30

「この指とまれのお知らせ（7/8実施分）」広報誌「つくしんぼ」印刷配布

第2回つくし野地区委員会定例会出席

「校庭開放お手伝いのお知らせ」印刷配布

7/6

6/1

「校庭開放お手伝いのお願い」（6月実施分）印刷配布

7/21

ジュニアサマーキャンプ事前説明会実施予定

6/1

「校庭開放のお知らせ」印刷配布

7/28

第1回夏パトロール（地区内安全確認及び防犯活動）参加予定

6/30

「校庭開放お手伝いのお願い」（7月実施分）印刷配布

7/31

第3回ジュニアサマーキャンプ実行委員会出席予定

［会計］

8/4～5 ジュニアサマーキャンプ実施予定

5/24

「PTA会費引き落とし日のお知らせ」印刷配布

8/28

第2回夏パトロール参加予定

5/27

運動会記念品として、マイネームペンを贈呈

9/6

ジュニアサマーキャンプ実行委員会反省会参加予定

6/5

PTA会費および保険料の自動引き落とし実施
PTA保険契約手続き
教職員PTA会費集金、口座入金

6/16

「PTA会費再引き落とし日のお知らせ」印刷配布

6/28

再引き落とし実施

◆校内管理委員会◆
5/30

［書記］
5/31
6/23

「ベルマーク収集協力のお願い」印刷配布
「保護者会時見守りシフト表、見守りの手順」印刷配布

HP「会長挨拶・PTA組織図・登校時見守り活動のお願い

全クラスにベルマーク収集箱設置

ようこそ！つくし野小PTA」更新

ベルマーク収集箱設置場所（学校外）に昨年度の活動報告掲示

HP「セーフティボランティアの皆様との連絡会のご報告・

7/4・7 保護者会時図書室開放の実施

不審者から子供を守るためできること」掲載

保護者会時『テトラパックに関するお願い』アナウンス実施

◆球技委員会◆

◆広報誌委員会◆
5/10

先生方へのアンケートの内容決定、アンケート作成

5/30

5/15

教職員の方々写真撮影、アンケート印刷配布

6/6・9・13・20・30

5/23

教職員の方々よりアンケート回収、入力

6/7

6/12

学校・本部に校正依頼

6/21

学校側校正完了、受け取り

6/11

ソフトボール顔合わせ、初回練習実施、救急箱の確認

6/22

印刷会社への入稿の為の原稿微調整、本部への最終確認依頼

6/18

球技大会実行委員会、キャプテン会議出席（於：つくし野中学校）

6/30

入稿

7/5

「つくしの子５」配布

ソフトバレーボール体験会実施、顔合わせ実施、救急箱の確認

ソフトバレーボール練習実施

「ソフトボール顔合わせ」案内印刷配布
委員会打ち合わせ

◆開放プール委員会◆

◆校外委員会◆
5/19

「運動会パトロールについてのご案内」印刷配布

5/15

委員会打ち合わせ

5/19

セーフティボランティアさんとの連絡会出席

5/19

学校プール開放委託契約書受理、作成開始

5/26

運動会事前準備(駐車禁止・駐輪場案内の看板取り付け作業)

6/1

学校プール開放委託契約書送付

5/27

運動会パトロール実施

6/7

プール指導員の方へ仕事内容のお手紙送付

6/2

ラジオ体操カード受け取り

6/6

「安全マップ」印刷配布

6/21

開放プール係顔合わせ会実施

6/7

横断旗入れ材料下見

6/23

町田市スポーツ振興課打ち合わせ

6/15

「ラジオ体操係説明会の案内」印刷配布

7/1

水上安全講習会出席

5/29～6/21

「開放プール係顔合わせ会のお知らせ」「当番表」印刷配布

7/7

「夏の開放プールのお知らせ」印刷配布

横断旗・横断旗入れ現状調査・報告会・資料まとめ

8/4

プール清掃実施予定

6/28

「横断旗入れ作成要領」学校へ確認依頼

8/14～8/17

7/5

関係部署との危険箇所 点検実施

7/7

「夏休みラジオ体操のお誘い」印刷配布、ラジオ体操カード配布

7/13

ラジオ体操係説明会実施予定

開放プール実施予定

8/21～8/25

◆選挙管理委員会◆

ラジオ体操実施予定
9/1～9/7

5/30

「平成30年度PTA運営委員選出会日程について」印刷配布

ラジオ体操カード回収予定

＜審議事項＞
［球技委員会より］
◎ 球技大会用 ソフトバレーボール選手用ビブス購入について（活動費より支出） ⇒ 承認されました。ありがとうございました。
［校外委員会より］
◎ 通学路内 横断旗購入・横断旗入れ作成について（活動費より支出） ⇒ 承認されました。ありがとうございました。
［副会長より］
◎ 登校時見守り活動用 横断旗の購入について（運営費の消耗品費より支出） ⇒ 承認されました。ありがとうございました。
◎ 水泳の授業で使うコースロープの購入について（学習補助費より支出） ⇒ 承認されました。ありがとうございました。
◎ つくしんぼまつりのPTA参加・企画について(心理テストと体力測定を実施予定） ⇒ 承認されました。ありがとうございました。

＜学年・学級活動報告および予定＞
［一年生運営委員より］
◎ 7/4 茶話会開催

＜その他連絡事項＞
[会長より］
◎ 「南５４号線（つくし野小学校前）道路改良工事」による柵の設置について アンケート実施
［副会長より］
◎ ホームページ ＰＴＡより 「子供の安全を守るために」更新しています。
『登校時見守り活動のお願い』・・・引き続きご協力お願いいたします。
『セーフティボランティアさんとの連絡会の報告』・・・危険だった報告の他、大変立派なお子さんの報告も載せています。
『不審者から子供を守るためできること』・・・学校からのお便りなどをもとに６つにまとめています。

～町田警察の方より～
「不審者事案が発生した場合、注意喚起のために情報を発信するのですが、
逮捕した情報については発信しないのが現状です。
その理由のひとつとして、逮捕された情報で安心してしまうことがある、というこ
とが挙げられます。
被害や余罪がなければ厳重注意処分だけのケースが多いので、今後も引き続
き注意をしていただければと思います。」

◎ ＰＴＡ室の引っ越しについて
現ＰＴＡ室は特別支援教室として使用することになりました。秋の芸術祭以降、ランチルームにＰＴＡ室を移動します。
２学期は各委員会のキャビネットを少しずつ整理しながら活動をお願いします。詳細は２学期以降にお知らせします。
［会計より］
◎ 各委員会の帳簿回収について
中間決算による各委員会の帳簿回収しますので、次回９月の運営委員会で帳簿のコピーの提出をお願いします。

◆次回の運営委員会◆
◆校庭開放についてのお知らせ◆
9月19日（火） 10時～視聴覚室
6/10（土） 18名利用
会場設営：4年生
よろしくお願いします。

次回 7/8（土） 10：00～12：00

【五校交流会に参加しました 】
五校交流会は、年に2回、近隣五校の校長先生や副校長先生、保護者の代表が集まって意見を交換する場です。
（五校：つくし野中、小川小、鶴間小、南つくし野小、つくし野小）
今年度1回目は6月2日（金）に開催され、学校行事や PTA活動の紹介、安全対策などについて情報交換をしました。この
中で、つくし野小PTAの委員会活動に参考になりそうな内容は、早速各委員長さんにお伝えしました。
また今回、運営委員会開催数について各校からお話を聞く機会がありました。年間 11回や10回のところが多いなか、つ
くし野小と同じく今年から10→6回へ削減した学校もあり、こうした近隣校の情報も今後大切にしながら、規約改正に向け
て進めてまいりたいと思います。
次回の五校交流会は12月の予定です。

【町田市学力向上推進フォーラムに参加しました 】
町田市教育委員会は2013年度に学力向上推進委員会を設立。
第1回のフォーラムは2015年5月に開催され、今回が2回目。
第3回は2018年度末～2019年度初の予定です。
当日は市立学校の学力状況の報告から始まり、協同的探究学習を取り入れた模擬授業を実施。観客が生徒役になり、
一般的な指導方法による授業と、『協同的探究学習』の授業を比較しながら進められました。
中学社会科（公民分野）の需要と供給の働きについて、一般的な指導方法の模擬授業では、「ここは重要だから覚えて
おいてください。」と解答を導き出し、最後は先生の言葉でまとめられて授業が終わりました。
『協同的探究学習』の模擬授業では、身近な食品のイチゴを取り上げ、季節による値段の違いについて、まず深く一人
で考える時間を取り、ノートに自由に記述させた後、様々な考えを発表します。そこではどんな意見も尊重し、受け入れ
ながら授業を展開するという工夫を実践。これを活用し、展開問題として缶ジュースを取り上げ、場所による（街中と山
頂）値段の違いについて考えさせ、需要と供給の働きの理解を深めて、授業が終わりました。
具体的な実践研究を重ねる「学力向上推進パイロット校（国語）」として、つくし野小は2年間の指定期間を終えました。
学校公開などで『協同的探究学習』の取り組みを参観されたことと思います。市民ホールの受付前には、つくし野小学校
の研究の成果・検証の結果についてのパネルが展示されていました。
今年度からは「学力向上推進協力校」として、学習指導案の発信等を行うそうです。
このパネルは現在、職員室前の廊下に掲示されています。ぜひ先生方の 2年間の取り組み、成果をご覧いただきたい
と思います。

フォーラムの様子

職員室前のパネル掲示

※今回の印刷は（株）小笠原さんのイベントで無料のプリントサービスを利用させていただきました。

