
  

 

＜ 第2回PTA運営委員会 ＞  於 令和２年10月13日 

 

 

会長挨拶 ： 

皆様おはようございます。今回は第 2 回の運営委員会ですが、第１回はオンラインで行いました。実

際に集まるのは今年度初めてとなりますが、あらためまして、会長の大月です。ちょうど今、年度の折

り返し地点ですが、これまで役員一同、コロナ禍で初めての環境の中、試行錯誤しながらやってきまし

た。そんな中、みなさまにはいろいろとご協力いただき、ありがとうございました。引き続き後半戦も

よろしくお願いします。近々運動会が開催されますが、こちらも今までいないやり方ですのでスムーズ

にいかない事もあるかと思いますが、その辺は大目に、大らかに見ていただけたらと思っています。よ

ろしくお願いいたします。 

 

校長先生挨拶 ： 

皆様おはようございます。いつもと違って、こちらの図書室で行っていただきました。こちらの方が少

し広くて、全員の方が入ったときに少し広くとれるかと思います。こちらでも少し手狭な気もしますが

ご理解ください。先ほど会長さんからも運動会の話が出ましたが、最近土曜日日曜日ずっと雨なので、

今週土日どうなるかな、来週どうなるかなと心配なのですけれども、わたくし去年来た時に入学式も雨

で、学校遠足も 2 回雨で、雨男だという噂も流れたのですが、5 月の運動会は晴れてそのあとも大体

晴れておりますので、今度の運動会も晴れてくれればよいなと思っております。運動会のことについて

お話させて頂いて、明日以降、お手紙で保護者の方全員にお配りしようと思っております。先日、運動

会の予定や参観についてのおたよりを出させていただきましたが、外で行いますので密閉ということ

ないのですが、運動中の子供はマスクを外します。それ以外の応援しているときは、すべてマスクをし

ているということ。各学年の運動は、短距離走と表現を連続で行うため、保護者が校庭に 滞在する時

間は 20～30 分であるということ。子供たちはトラックの中ですので、保護者の方と直接接すること

はないということ。保護者参観を１名または２名とすると、就学前のお子様がいる家庭は、参観できる 

可能性がとても少なくなってしまうので、二日間に分けて行うことと外で行うことと考えて、４名以内

のご参観をお願いしていました。 敬老席を当該学年参観場所とは別に設けることで、密にはならない

だろうと考えておりましたが、中野区内においても感染者が出ているとの報告を受けていることや保

護者様の中でも 4 名大丈夫なのとご心配されている声があると聞いています。大変心苦しいご連絡に

なって申し訳ないんですけれども、訂正のお手紙を出させていただくことになっております。各ご家庭

２名以内とさせていただきます。皆さんが安心して運動会に参加していただけるようお願いのお手紙

ということで出させていただきます。 

朝礼台と子供たちが放送する本部席と来賓席が真ん中にテントを取ります。審判をする子供たちのテ

ントを取ります。そこから横両サイド保護者化参観できるスペースになりますが、約22ｍ奥行きは3

から4ｍ、4×22の88㎡のスペースが2か所出来るので、1ｍずつスペースを取っていただいても

88 人×2 の 176 人は参観ができるだろうということで、ゆとりをもって見ていただけると思いま

す。各学年で見ていただくことになっており、学年が分かるように今週末か来週頭には、このような

（学年札）ものを各学年に 2 枚ずつお配りします。そのような状況で、運動会をすすめさせていただ

きますので、ご理解ご協力の方をよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。 

 

副校長先生挨拶 ： 

おはようございます。4 月から副校長になりました田所貴美子と申します。ようやくお会い出来まし

た。どうぞよろしくお願いいたします。第一回のオンラインの時もすみません映像が映らずに声だけで
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…。一体あの人はいるんだかいないんだかという半年間でなかったかと思いますが、桃二に赴任してか

らコロナがあり、私も長く教員をやっておりますが経験したことのない半年、そしてもうすぐ運動会で

すが、これもはじめてのスタイルの運動会ということで、PTA のみなさんにご協力いただいて学校が

運営できているなと感じております。本当に、まだまだ至らないことがたくさんあってPTA の皆さん

に教えていただくことが多いですが、学校とご家庭とみんなで子供達が幸せで楽しい学校生活が送れ

るように頑張っていけたらよいなと思っておりますので、ご協力お願いいたします。これからもよろし

くお願いいたします。 

 

活動報告と活動予定 ： 

◇専門部 

会計 丸井 

昨年度から中間決算が廃止されているため、詳細報告はなし。 

<収入> ・ 会費：299人 772,500円（本年の活動量を加味して3,000円→2,500円に減額） 

<支出> ・ 小P連への分担金：コロナ対応で一家庭あたり200円から65円へ減額。  

桃二小PTAとしてはおおむね40,000円の減額。 

・ 従来のPTA総合保険に加え、個人情報を守る保険へ加入 7,650円 

・ その他の消耗品 一昨年より減額している。 

 

校外生活部 和田 

9月 12～18日      旗振り・交通安全児童 

9月       29日       交通安全教室 

10     月                       6日  「110番の家」事業 小P連よりいただいた8年連続協力者への賞状配布 

10  月             13～19日  5年生旗振り 

11  月               9～15日   4年生旗振り 

12  月                  14～20日   1年生旗振り 

 

教養部 蜷川 

6 月 16 日     地域事業部会 

10 月 20日                              運動会関係校内活動  

11 月     5 日                            4 年茶話会 予定 

11 月  17 日                            2 年茶話会 予定 

11 月          19 日                         1年茶話会 予定 

11 月    25 日            5 年茶話会                予定 

11 月    26 日                                    3年茶話会                予定   

12 月 14 日   ６ 年茶話会予定 

1月                              24日    グランドゴルフ開催予定 

 

広報部 勝野 

8月6日         PTA広報誌発行 

1月下旬           広報誌 後期号 発行予定 

  

１００周年実行委員会 小川 

サンモール スカイギャラリー展示予定 

来年３月下旬から４月上旬掲載 ５年生を中心に絵の制作（１１月～２月） 

来年10月 他学年も企画検討中 

 

１００周年HP 大月       

100周年を祝う会として、地域、同窓生、PTAと運営。絶賛スタッフ募集中。 



 

◇各学年委員 

クラス委員 

6年生 7月29日 PTA会費の回収。 12月14日  茶話会開催予定 ベルマーク集計予定 

5年生  7月29日 PTA会費の回収。 11月25日 茶話会開催予定 ベルマーク集計予定 

4年生  7月29日 PTA会費の回収。                              11月 5日  茶話会開催予定 ベルマーク集計予定 

3年生 7月29日 PTA会費の回収。 11月26日 茶話会開催予定 ベルマーク集計予定 

2年生 7月29日 PTA会費の回収。 11月17日 茶話会開催予定 ベルマーク集計予定 

1年生 7月29日 PTA会費の回収。 11月19日 茶話会開催予定 ベルマーク集計予定 

 

役員選出委員 

7月11日  全体で今後の活動の打合せ 

7月21日  役員選出アンケート実施 

10月  3日        5年生の話し合いを行い候補の役員選出  ※4～1年は選出活動中 

   

卒業対策委員 

7月       卒対だより（卒業対策費、遠足、祝う会、卒業記念品についてのおしらせ）配布 

9月       卒業アルバム、文集セット、大石写真館へ委託済み 

今後、卒業アルバム用の写真を抜粋予定。 

 

１００周年実行委員 

8月24日  （100周年を祝う会役員会） 

9月26日  （サンモールスカイギャラリー掲載作品の製作） 

11月～ 2月 （100周年実行委員会合 サンモールスカイギャラリー企画会議） 

 

◇サークル活動 

卓球 

9月２８日    卓球台2台交換（旧中野体育館より） 

10月末     練習再開予定 

 

ママバレー 

8月 8日    活動再開  

 

パパバレー 

8月 9日    練習再開  

9月  21日          桃花小と練習試合＠桃花小  

毎週日曜日練習 年度内ブロック大会開催予定 

 

おやじの会   ※おやじ部員募集中 

10月3日         テントの点検 

10月23、24日 運動会のお手伝い予定 

学校に泊まろう2020は開催中止               

 

図書ボランティア 

6月       あじさい飾りつけ 

7月       七夕飾りつけ 

9月28日    ハロウィン飾りつけ 

 



会長より ： 

▼ オンライン化について 

・ 配信メールには 99％が登録、未登録が 10 家庭ほど（発行日現在 3 家庭）。未登録家庭には紙を

配布していたが、近く紙配布は終了。重要なお知らせはHP にアップ予定。 

・お知らせ内容の事前の学校チェックも、従来の紙ベースからメールでのやり取りに変更し、大きく

PTAの負担が減った。 

 

▼ 本年度のZOOM 総会について 

※ 別添のアンケート結果参照 

 

▼ 来年度の役員増員について  

・ 昨年度、役員を臨時で２年間、２人増員するよう規約を改正。理由は「100周年への対応」と「桃

二の建て替えへの対応」。それを受け、来年度の役員も2人募集予定。  

・ 来年度の増員の方法は本部より以下を提案。 

昨年同様「10 人そろった段階で改めて 2 人募集」。立候補者がいなければ追加募集、3 人以上立

候補の場合は話し合いで決定.。 

→ 拍手にて承認 

 

▼桃園第二小学校の建て替えについて 

・ 区の建て替え計画の前提はこれまでは「築 50 年経たものは建て替え」。しかしコロナ禍で区の財

政状況が悪化するため、大規模補修などにより 70 年、80 年と延命してはどうかという提案が区

から出ている。 

・ 区からは来年の 1 月に中野区の小中学校全体の建て替え計画の改定素案が出され、その際に意見

交換会が行われる予定。 

 

 

「第 3 回運営委員会」 令和３年 2 月 25 日(木) 9 時 30 分 

☆今後のPTA室掃除当番は以下のとおりです。☆ 

11 月  校外委員 

12 月  図書ボランティア 

1 月   2 年生クラス委員 

2 月   校内委員 

3 月    1年生クラス委員 

※ 掃除当番は、ゴミの持ち帰りを忘れずにお願いいたします。 

 


