
 

 
令和２年度 第3回運営委員会 / PTA年度末総会  

 於 2021年2月25日 

 

会長挨拶 

おはようございます。お忙しいところご参加いただきありがとうございます。何かと大変だ

った1年が終わろうとしていますが、初めて尽くしの手探りの1年でした。何かとご不便と

ご迷惑をおかけしましたが、そんな中、一緒に活動を支えてくれた本部役員の皆さん、本当に

ありがとうございました。また、様々な活動に参加くださいました委員、保護者の皆さん、本

当にありがとうございました。やることなすことイレギュラー続きで、文句の一つや二つ出

てもおかしくなかったかと思いますが、そのようなこともなく気持ち良く活動を進めること

が出来ました。先生方もコロナ禍で難しい判断の連続だったことと思いますが、子どもたち

のために工夫をし、ご尽力いただきましてありがとうございました。 

来年も難しい状況が続くかとは思いますが、PTAとしてやることは変わりません。子どもた

ちが実りある学校生活を送り、楽しく安全に過ごしていけるように、保護者同士力を合わせ、

学校と協力しながら、引き続き臨機応変に楽しくやっていこうと思っております。よろしく

お願いいたします。 

 

 

校長先生挨拶 

おはようございます。本日は、運営委員会、年度末の総会開催おめでとうございます。新型コ

ロナウィルス感染拡大防止のために緊急事態宣言が出されている中、このように工夫して開

催されたことに、本当にすばらしいと思っております。また、大月会長様のお話の中にもあり

ましたけれども、今年度1年間は、新型コロナウィルス感染を予防しながら学校を運営して

いくということで、保護者の皆様、子どもたちには、大きなご不便をかけ、集まっていただい

たり見ていただいたりすることができないという中で、一年間過ごしてまいりました。学校

の様子が知りたいなとか見たいなということがあったと思うのですけれども、中野区の方針

に沿ってこういう縮小で行ってきましたことに、ご理解をいただきまして本当にありがとう

ございました。月曜日で、６年生の今年予定していた社会科見学も一通り終わりました。バス

を増やしたり、徒歩で見学に行ったりという工夫にご理解いただいてご協力していただきま

して感謝申し上げます。今年度もあと１か月を切りました。子どもたちの健康と安全を守っ

て、良い一年を締めくくれるようにしたいと思っております。今日はどうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 

【第三回運営委員会】 
 

活動報告と活動予定 

【学年委員】 

クラス委員 

・6年⽣  12月14日 9:30〜11:30 茶話会ベルマーク集計作業を⾏いました。(参加
⼈数1４名) 

令和3年3月15日 

中野区立桃園第二小学校 

校長 山崎 義弘 

PTA会長 大月 啓介 



3月24日 卒業式に担任の 先⽣⽅に何か贈呈する予定 
・5年⽣  11月25日  桃二⼩会議室にて茶話会  
・4年⽣  11月 5日  ベルマーク活動・茶話会 クラス委員  

・3年⽣  11月 5日  ベルマーク活動・茶話会 
・2年⽣  11月25日  桃二⼩会議室にて茶話会 
・1年⽣  11月19日  ベルマーク活動・茶話会 

 
卒業対策委員 
・10 月～3 月 卒業アルバム写真選別 卒業アルバムは大石写真館より夏頃に納品予定。 
・ 3月１４日  卒業遠⾜ 緊急事態宣⾔延⻑により中止 
・ ３月２４日  卒業を祝う会 緊急事態宣⾔延⻑により中止 

 

【サークル】 

卓球 
・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、大会は全て中止 
・中野体育館の閉館にあたり卓球台を2台、ネットなどの⽤具を譲り受け、設備や用具を整
理。 

 
 ママバレー 
・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ブロック⼤会やイベントは全て中⽌ 

※新年度に向けて、今年度卒業生も現役同等資格で参加可と決定している。 
 
パパバレー    
・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ブロック⼤会やイベントは中⽌。 

   ※新年度に向けて、今年度卒業生も現役同等資格で参加できる救済ルールを話し合い中。 
 

おやじの会    
  ・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、校区パトロールや学校に泊まろうは中止。 
  ・３⽉20⽇  学校に泊まろうの代替イベント ６年生キャンプファイヤー（⽕⽂字等） 

 
図書ボランティア 

 ・11月2日  あじさい飾りつけ    ・11月後半   あじさい⽉間読み聞かせ 
 ・11月30日  あじさい⽚付け、クリスマス飾りつけ 
・ 2月25日  クリスマス⽚付け   ・ 2月9日  雛⼈形飾りつけ 

 ・ 3⽉初旬   雛⼈形⽚付け 
 

【専門部】 

校外生活部 和田 
・11月5日     防犯パトロール団体へ実施の上半期報告 

 ・1２⽉ 14〜19⽇   1年生旗振り  ・  2月15〜20⽇   2年⽣旗振り 
 ・ 3月  1～ 6⽇   3年生旗振り    ・ 3月 8日    1年生駆け込み体験  
 
教養部 蜷川 

 ・運動会 ポスター貼り⼿伝い 
 ・11月19日 1年茶話会ベルマーク作業サポート 

 ・11月1７日 2年茶話会ベルマーク作業サポート 
 ・11月２６日 3年茶話会ベルマーク作業サポート 
 ・11月 ５日 4年茶話会ベルマーク作業サポート 
 ・11月２５日 5年茶話会ベルマーク作業サポート 
 ・1２月1４日 6年茶話会ベルマーク作業サポート 



 ・３月２１日  グラウンドゴルフ開催予定 
 

※ベルマーク活動について 

•テトラパック回収 昨年度にてすでに終了 
•インクカートリッジ 今年度にて終了(最終回収⽇3/20) 
•来年度はベルマークの1本化で実施予定 

 
広報部 勝野 
・緊急事態宣言発令以降、イベントや取材が中止となりました。 
•広報誌後期号作成10〜3⽉ 中⽌ 
・3月8日 防犯レクチャー会、 3月21日 グラウンドゴルフ取材予定 

 
１００周年実行委員会 小川 

 ・11月２5日, 12月9.16.23日，2月10日 5年生 「桃⼆の樹」プロジェクトの制作 
・2月20日 5年生 「桃⼆の樹」プロジェクト最終回完成 
•3⽉13日 「桃⼆の樹」 サンモール展⽰ 

 
 

【年度末総会】 
 

 

会員総数  316 

出席者（Zoom参加）   54 

委任状提出者  206 

委任状未提出者    2 

※会員総数（316）＝家庭数（297）+教諭数（19） 
 
 
第１号議案【ＰＴＡ会則改定について】議案のとおり承認 
・ 会則改正（案）は「総会のお知らせ」の添付資料１をご覧ください。 

 ・ 総会や運営委員会などを、オンラインを用いた方法にも対応させるための改正。 
・ 改定日は2月25日とする。 

 

第2号議案【令和3年度ＰＴＡ役員・役職について】議案のとおり承認 
• 5年生から1年生まで2月上旬に全選出終了 
・ 2月中旬 増員された2名選出完了 
・ 4年⽣以降は話し合いの場は設けず、マメールを活⽤しての承認⼿続きとなりました。 

 

令和３年度 PTA役員 

会長             大月 啓介 さん  （新４年） 

副会長         佐々木 肖美 さん（新６年） 

副会長          永田 洸三 さん  （新３年） 

副会長         柏原 ゆきえ さん（新３年） 

庶務          吉本 万理 さん  （新５年） 

庶務          山口 佳美 さん  （新４年） 

会計          岡田 愛 さん    （新２年） 

会計          柴田 希 さん    （新２年） 

教養部長        児玉 沙織 さん  （新６年） 



広報部長        小川 梢 さん    （新５年） 

校外生活部長      松本 和江 さん （新２年） 

100周年実行委員長   須藤 直樹 さん  （新３年） 

 

 

桃園第二小学校の建て替えについて（会長より） 
  「桃⼆⼩の建て替え計画では、旧中野中を活⽤する」との案が区より示された。下記のプ

ロセスを経て、8月に方針が確定する予定。 
３⽉ ⼩中学校施設整備計画（改定素案） 
４⽉ 意⾒交換会実施 
６⽉ ⼩中学校施設整備計画（改定案） 
７⽉ パブリック・コメント⼿続実施 
８⽉ ⼩中学校施設整備計画（改定） 

 
100周年事業について （会長より） 
 今後の予定 

3月 サンモール 空中ギャラリー展示 
4月 中野駅 横断幕掲示   
6⽉ ブロードウェイ バナー掲示、階段ギャラリー展⽰  

7⽉17〜18⽇ チャンプルーフェスタ出店（予定） 
8⽉7⽇～8⽇ 100周年盆踊り  
11⽉20⽇ 式典 祝賀会  

 

各学年企画  
•空中ギャラリー桃⼆の樹（新６年）  
•フォトブック制作（新５年） 
•桃⼆⾳頭100周年バージョン（新４年） 
 
記念グッズ  
・Tシャツ、てぬぐい、提灯 
 
記念映像制作 

 
その他 連絡事項 （副会長より） 

・現在、来校時に着⽤をお願いしている保護者証ですが、4⽉以降、新学年になって
も、そのままお使いいただけます。 

•学年活動費・サークル活動費を清算いたします。クラス委員・サークル代表の⽅は、
活動費の残⾦と会計の帳簿、印鑑をお持ちください。 
⽇時場所︓3⽉13⽇（⼟）13時〜14時 @ PTA室 

•上記⽇時で、PTA 緊急連絡網の回収も⾏います。クラス委員・役員選出委員は、
返却をお願いいたします。 

•各委員の⽅は、今年度配布した資料のパソコンデータ保存、学年引継ぎノート、
PTA室の各委員引き出し整理など来年度引継ぎをよろしくお願いいたします 

 
☆今後の PTA 室掃除当番は以下のとおりです☆  ※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。  
2月 校内委員 
3月 1年生クラス委員 


