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会長挨拶
皆さまこんにちは。本日はお忙しいところ年度末総会にご出席いただき、ありがとう
ございます。
今年は昨年度に引き続いてのコロナ禍の２年目、落ち着かない中ではありましたが、
皆さまのご協力のもと PTA 活動を無事に進めることができました。ありがとうござい
ました。
特に 100 周年は PTA としても様々な形で、子供たちや地域の方々とともに盛大にお
祝いし、記憶に残る素晴らしいものになりました。コロナ禍でのイベントごとは難し
い面が多々ありますが、山崎校長先生、田所副校長先生をはじめ先生方の大変なご尽
力、そして 100 周年委員、本部役員をはじめ多くの保護者の皆さまの素晴らしいサポ
ートによって無事に終えられたことを心から感謝いたします。
私ごとですが、まもなく会長としての 2 年の任期を終えます。先日、来期の新会長さ
んをはじめ、新役員の皆さんの役職が無事に決まり、ほっとしているところです。今
のご時世なにかと PTA のあり方も見直され、時に批判的な声も聞きますが、時代や状
況に合わせて形を変えつつも、やはり必要な場面では保護者が少しずつ力を出し合
い、縁の下で子供たちと学校を支えることが大切だとあらためて実感した 2 年間でし
た。他の小学校の様子も何かと耳にしますが、桃二のようなゆるくも協力的な保護者
のつながりはとても貴重で、大切な財産だとつくづく思います。これからもその良い
文化を残した桃二小であってほしいと思っています。
最後になりますが、あらためまして今年度の PTA 活動への皆さまのあたたかいご理解
ご協力、本当にありがとうございました。

校長先生挨拶
令和３年度のＰＴＡ年度末総会の開催、おめでとうございます。
また、日頃より学校の教育活動にご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まらない中、本校におきましても、２月上
旬から中旬にかけて学級閉鎖を行わなけれなならない状況が発生いたしました。お子
さまが、家で待機しなければならないとなると、保護者の皆様もお仕事などで家を空
けられなくなるなど、ご不便をおかけいたします。閉鎖の判断は、感染の状況を踏ま
えて急に行わなければならないことなので、保護者の皆様には、ご対応のためにご負
担をおかけしたことと思います。感染拡大防止のための措置として、ご協力くださり、
本当にありがたく思っております。
ここのところ、本校では学級閉鎖を行うような状況にはなっておりませんが、現在で
も、すべての学年に１～２名は、お子様が感染した、ご家族が感染した、というよう

な状態です。また、中野区内の学校におきましては、本日も学級閉鎖を行っている学
校もあると聞いています。今後も、引き続き、感染予防の徹底を子どもたちに指導し、
ご家庭にも協力をいただいて、感染拡大を防いでまいりたいと思います。
本日は、感染拡大の状況の中、オンラインで総会を開いていただき、このようにご挨
拶できる場をいただきましたこと、ありがたく思っております。この総会において、
ＰＴＡの皆様にはぜひお礼を述べたいと思っておりました。それは、１１月に盛大に
終えることができた開校１００周年記念式典・祝賀会のことでございます。準備の段
階から、多くの方々のお力が発揮されるところを拝見いたしました。式典当日には、
ほんとうに多くの保護者の皆様が、受付や案内などにご協力くださいました。皆様笑
顔で、おもてなしをされる姿を見て、なんてすてきな保護者の皆様なんだろうと感動
し、感謝の思いでいっぱいになっておりました。お客様や同窓会の方々からも、ＰＴ
Ａの皆様が協力される姿について感動したことを私にお話しされることもありました。
皆様のご協力に、心より感謝しております。ありがとうございました。
さて、令和３年度も、残すところあと３週間となってまいりました。来週には、各学
級で、保護者会を行って、担任から、保護者の皆様に感謝の言葉を述べさせていただ
きたいと思っております。ご出席いただければ幸いに存じます。
以上をご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

副校長先生挨拶
こんにちは。副校長の田所です。いつも大変お世話になって、ありがとうございます。
今年度はなんと言っても、先程校長からもお話がありましたが、百周年の行事や取り
組みで、本当にお世話になりました。有難うございました。PTA のみなさんのお陰で
素晴らしい行事や会を行うことが出来、私は本当にものすごく助けていただきまして、
感謝しております。百周年を記念して各学年で色々な記念の制作もしていただきまし
た。
1 年生が、モザイクアート。2 年生が、もも丸やパネルアート。3 年生がお神輿と文
集。4 年生はネオ桃二音頭。これは、レガシーになって来年以降も踊られると思いま
す。それから 5 年生のフォトブック。そして 6 年生桃二の木。
どの作品も本当に素晴らしかったです。皆さんが早くから準備をしてくださって、素
敵な作品を作ってくださってありがとうございました。
そして式典と祝賀会の時のお手伝い、本当に心強かったです。色々とお手数をかけた
り、ご迷惑をかけたこともあったと思いますが、皆さん本当に気持ちよく協力してく
ださって、桃二のお母さんやお父さん達、そして地域の皆様の底力の素晴らしさを感
じました。
普段の行事、運動会や学校公開の受付なども協力してくださって有り難かったです。
それから PTA 活動の一つの朝の交通安全の見守りには、本当に多くの方にご協力いた
だいております。お陰様で子どもたちが安心して学校に通うことが今年も出来ました。
温かい桃二の皆さんのお陰で、子どもたちが元気にすくすくと楽しく学校生活を送れ
ております。
これからも子どもたちのために、PTA の皆様と力をあわせて、益々子どもたちが楽し
く学校生活を送れるように頑張っていきたいと思います。
本当に令和三年度も大変お世話になりました。ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

【第 2 回運営委員会】
活動報告と活動予定
【専門部】
校外生活部
・10 月 18 日～22 日

6 年旗振り

・11 月 8 日～12 日

１年旗振り

・12 月 6 日～10 日

3 年旗振り

・2 月 14 日～18 日

５年旗振り

教養部
・10 月

ボロ市お手紙配布、2 年生ベルマーク仕分け（14 日）
地区祭り・ボロ市（17 日）、ボロ市出店料をユニセフに募金

・11 月

3 年生ベルマーク仕分け（25 日）

・12 月

4 年生ベルマーク仕分け（3 日）

・1 月

グラウンドゴルフ打合せ（14 日）
中野区よりエコポイント授与（20 日）
5 年生ベルマーク仕分け（21 日）

・2 月

グラウンドゴルフ打合せ（8 日）→中止を決定

・3 月

6 年生ベルマーク仕分け（3 日）、ベルマーク配送予定

広報部
・10 月

ボロ市手伝い・取材（17 日）

・12 月

昭和区民活動センターにて広報部会参加（10 日）
100 周年記念展覧会取材（17～19 日）

・3 月

PTA 広報誌後期号

発行予定

100 周年委員
・各学年で 100 周年プロジェクト実施。
・10 月 17 日

昭和地区まつり作品展に 100 周年プロジェクト展示。

・11 月 20 日

100 周年記念祝賀会開催。

・駅前横断幕設置、サンモール横断幕設置、ブロードウェイ階段ギャラリー掲示
【各学年委員】
クラス委員
懇談会（茶話会開催）
1年 9 月 24 日 → 10 月 29 日

2年
3年
4年
5年
6年

10 月 14 日
11 月 25 日
12 月 3 日
1 月 21 日
3月3日

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）
・卒業を祝う会 →

コロナにより中止。

・卒業遠足は中止し、代わりに中野サンプラザでのボーリング大会開催予定。
【サークル】
卓球
・12 月
・ 2月

練習実施。
ブロック大会は中止。

・ふれあい卓球、中止。
ママバレー
・緊急事態宣言明け、10 月から練習を再開。
・小 P 連大会は中止。
・2 月 26 日（土）2 ブロック大会の代替として、3 校にて親睦試合を当校にて開催。
パパバレー
・コロナのため、1 月、2 月の日曜日の夜、練習。
・対外試合、本大会などは中止。
・3 月は体育館が使えないため、感染対策をしながら、他校の練習に参加予定。
おやじの会
・11 月

100 周年式典祝賀会サポート

・３⽉

学校に泊まろう実施予定。

図書ボランティア
・10 月

ハロウィン片付け 、もみじ飾りつけ（29 日）

・11 月

パネルシアター練習（16.18 日）
もみじ読書月間パネルシアター本番（25.26.30 日）

もみじ片付け、クリスマス飾りつけ（30 日）
・12 月

ミニ絵本作り（９日）、クリスマス片付け（24 日）

・2 月

ひな人形飾りつけ（14 日）

・3 月初旬 ひな⼈形⽚付け

【年度末総会】
会員総数
出席者（Zoom 参加）
委任状提出者
委任状未提出者

286
32
211
72

※会員総数（295）＝家庭数（286）+

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」の添付資料をご覧ください。
役員選出内規より「選出は上の学年から行う」の一文を削除。
・ 改定日は３月４日とする。
第 2 号議案【令和 4 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 12 月中に全選出完了。
・４年生以外は話し合いの場は設けず、マメールを活用しての承認となりました。
令和 4 年度 PTA 役員
会長
中﨑 安由未さん
副会長
稲本 江里 さん
副会長
草柳 志織 さん
庶務
小松 はるみ さん
庶務
川越 一志 さん
会計
渡辺 公香 さん
会計
松家 可奈子 さん
教養部長
赤津 絵美 さん
広報部長
福本 晃平 さん
校外生活部長
関谷 真 さん

（新 3 年）
（新 2 年）
（新 4 年）
（新 3 年）
（新 6 年）
（新 2 年）
（新 5 年）
（新 5 年）
（新 6 年）
（新 4 年）

桃園第二小学校の建て替えについて（会長より）
令和４年度 基本計画
「改築推進委員会」で大まかな今後のプランを検討
令和 5~６年度 基本設計/実施設計
基本計画をたたき台に詳細な設計図面を作成
令和 7 年度〜 校舎改築整備
令和９年度 新校舎供用開始
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。
☆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。
4月

卓球サークル

10 月

校外委員

5月

パパバレーサークル

11 月

4 年クラス委員

6月

ママバレーサークル

12 月

3 年クラス委員

7月

6 年クラス委員

1月

2 年クラス委員

8月

おやじの会

2月

校内委員

9月

5 年クラス委員

3月

1 年クラス委員

