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役選 4/26 活動担当者決め 係ごとの名簿作成 

  係決定の手紙作成・配付 

  ベルマーク係の手紙作成・配付 

  校内整備係の手紙作成・配付 

5/13 総会受付 

5/18 運動会来賓受付 

6/22 ベルマーク係の手紙作成・配付 

9 月ベルマーク係の手紙作成・配付 

  校内整備係の手紙作成・配付 

  次年度役員及び、会計監査候補者 

  推薦状の手紙作成・配付 

 

  次年度役員及び、会計監査候補者 

  推薦状の回収、勧誘についての打ち合わせ 

広報 5/13PTA 定期総会 教職員の写真撮影 

5/18 運動会写真撮影 

5/24~6/5 教職員アンケート調査 

6/ 7~6/10 広報誌 HOKUBU180 号作成 

6/22 印刷 

6/26 配付 

5 年生林間学園 

  6 年生修学旅行 の写真依頼 

   

卒対 5/13 卒業アルバム(写真) 製作会社 

  打ち合わせ・見積り 

5/16 卒対費集金の案内状配付 

5/23 卒対費の予算案作成 

  卒業記念品選定・見積り 

6/ 6 卒対費集金の手紙・封筒・領収書作成 

6/ 7 卒対費集金の手紙配付 

6/22 土曜参観日にて卒対費集金 

  未集金の方への振込依頼の手紙配付 

7/ 4 旅立ちの会企画・準備 

7/ 5 卒対費集金の確認 

9 月旅立ちの会実行委員会 

  卒業記念品発注 

本部 4/ 5 着任式・始業式出席・打ち合わせ 

4/ 8 PTA カード記入の手紙作成・印刷・配付 

4/10 近隣中学校入学式出席 

4/11 北部小学校入学式出席 

4/18 打ち合わせ・会計監査 

4/26 合同委員会・第６回実行委員会 

5/ 7 PTA 総会資料作成・印刷・配付 

5/10 ベルマーク受付・校内整備 

5/13 PTA 定期総会・校長先生との懇談会 

5/17 運動会前日準備参加 

5/18 北部小学校運動会参列 

5/28 家庭教育学級開級式出席 

6/ 1 第一中学校体育祭参列 

6/ 5 打ち合わせ 

6/11 家庭教育学級『ワコールツボミスクール』参加 

6/22 バザー献品回収 

6/27・7/4PTA バレーボール大会応援 

7/4 家庭教育学級『パーソナルカラー講座』参加 

7/ 5 ベルマーク受付 

7/11 第 1 回 PTA 実行委員会 

  バザー献品回収  校長先生との懇談 

7/27 おやじの会『水鉄砲・流しそうめん』参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/11 第 2 回 PTA 実行委員会 市民講座室 

             （ 10:00~ ） 

 

 

家庭数配付 

 令和元年 7 月 19 日 発行 

ＰＴＡ会長 山川 恵理 

 

PTA 会員の皆様へ 

第 2回 実行委員会を 7月 11日（木）市民講座室にて行いました。 

内容は各委員会の活動報告と活動予定、会計報告、お知らせ等です。 

 

 

 

 

今年度ＰＴＡ会長を務めさせて頂くことになりました、山川と申します。 

「困難は分割せよ」。学生時代、国語の教科書に載っていた言葉です。大きな問題に感じることも、一つ一つ分割し

て見ていけば実は小さなものであり、その小さな問題を解いていけば、いつか大きな問題も解決出来る！と言う意

味です。ＰＴＡ活動も、「一つの大きなもの」ではなく、保護者の皆さま一人一人のサポートで成り立っている、積

み重ねの組織です。北部っ子の元気な笑い声が令和の時代も続くように、地域の皆様や先生方、保護者の方々と協

力して、子供たちの学校生活を見守っていきたいと思います。どうぞ一年間宜しくお願いします。 

 
ＰＴＡ会長 山川 恵理 

次回市民講座室の準備は文化さんです。 

次回報告・予定連絡は 9/ 5 迄にお願い致します。 

今年度、教頭になった穐田（あきた）です。１学期だけでも、運動会での様々なお手伝いや除草作業・トイレ掃

除、ベルマーク集計、登校指導、子ども１１０番への挨拶回り、広報誌の発行等々、数多くの諸活動によって、学

校教育活動を支えていただき、誠にありがとうございました！ 

 学校は、PTA を始め、各町会長やスクールガードなど地域の方々や警察・消防関係、市役所各課、学校施設に関

係する各業者関係等々、本当に多くの方々に支えられて成り立っています。 

今後も、皆の「スマイル」のために、ご協力をどうぞよろしくお願いします！          

   教頭 穐田 雅人 

●スクールガードの皆さんより● 

地点によっては登校指導の人数にばらつきがあ

ります。 

皆さんで子供達の安全を見守りましょう！ 

 活動報告 今後の予定 

校外 4 月~6 月毎週月曜日登校指導 

アンケート回収・集計 

4/26 登校指導シフト作成 

5/13 登校指導・自転車整理係の

手紙作成 

5/17 運動会前日準備 

5/18 運動会駐輪場整理・片付

け・アンケート回収 

5/21 登校指導の手紙配付 

7/ 1 こども 110 番挨拶回り 

7 月・9 月毎週月曜

日登校指導 

アンケート回収・集

計 

 

7 月・8 月夏休み 

パトロール 

文化 4/26 活動担当者決め 

各クラストイレ清掃係名簿作成 

  備品確認・準備 

  養護の先生と打ち合わせ 

  案内状作成 

5/ 7 案内状配付 

  清掃担当時間振り分け 

5/18 トイレ清掃係出欠確認・作

業説明 

 １時間毎にトイレ清掃・補充 

  運動会終了後、全員で清掃 

9 月北部小まつり

の打ち合わせ 

 

10/23 給食試食会 

 

11/16北部小まつり 

 

会 計 報 告 
 

  ＜4・5・6月分＞ 
 

  諸会議費       10,000-  

消耗品費        37,109-  

通信費           50-  

印刷機リース代   54,108-  

児童活動補助費   10,000-  

役員選考費       3,317-  

慶弔費          20,000-  

連 P負担金       34,632-  

補助費           12,600-  

  
支出         ¥    271,816  
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5 月 18 日（土）に北部小学校春季運動会が開催されました！ 

雲ひとつない晴天の下、子ども達は競技に、応援に、力いっぱい頑張りました！！ 

 運動会の間、お手伝いくださった方々の様子をご紹介します。 

 

 
 
 

合同実行委員会・ＰＴＡ総会 

4 月 26（金）合同実行委員会、5月 13日（月）今年度のＰＴＡ定期総会が行われました。 

合同実行委員会では各委員会に分かれて、正副委員長決めや一年間の活動予定などの 

打ち合わせを行いました。快く引受けてくださった皆さん、一年間よろしくお願いします。 

ＰＴＡ総会では 101名の方に出席いただき、校長先生をはじめ、教頭先生、総合司会の 

堀之内先生のご協力により スムーズに総会を終えることができました。 

お忙しい中、出席して下さいました皆さん、そして、先生方ありがとうございました。 

 

運動会でのＰＴＡ活動ご協力の御礼 

大きな事故・混乱もなく、無事運動会を終える事ができましたのも、皆さんのご協力があったからこそです。 

お手伝いくださった皆さん、誠にありがとうございました。紙面上にて御礼を述べさせていただきます。 

 

 

【校外委員会・駐輪場整備係 

駐輪場への誘導、整備】 

校内付近での見まわりなどをして

下さいました。 

 

 

 

【広報委員・競技  

撮影】 

子供たちの頑張る姿を

撮影して下さいまし

た。 

【文化委員会・トイレ

清掃係】 

トイレの点検、清掃を

して下さいました。 

  
 

合同実行委員会の様子 

 
 

 

ＰＴＡ総会の様子 

 

 

 

  

校内整備 

 

 

トイレ清掃 8 名 

 

とても丁寧に掃除し

ていただきました！ 

除草作業 43 名 

 

1 時間で 200 ㎏以

上もの雑草が取れ

ました！ 

 

 

【役選委員会・来賓受付】 

来賓の方々に笑顔で丁寧に受

付して下さいました。 

【おやじの会・テント張り、 

片付け】 

当日の朝早くから本部テントの設

営や運動会終了後の後片付けをし

て下さいました。 

 

 
5 月 10（金） 

 

参加者 55 名により、校

内整備を行いました。 

例年の除草作業に加え

校内のトイレ掃除も行

いました。普段子どもで

は扱えない洗剤をつか

って丁寧に磨きまし

た。 


