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PTAニュース  令和4年5月27日
世田谷区立桜町小学校 PTA発行　会長　渡辺 文

Parent-Teacher Association

What’s PTA
そもそもPTAって何かしら
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日本における PTA＜ペアレント - ティーチャー・アソシエー
ション＞とは、各学校で組織された「保護者」と「教職員」
（児童を含まない）による社会教育関係団体の事です

　私がここへ来て1か月余り、皆さ
ま方にはいろいろ支えていただき

ありがとうございます。学校公開にはたくさんの保護者の皆さ
まにご参加いただきましたが、昨年度の人数制限の方式で実
施したので、少し参加しにくかったというお声がありました。
２学期には世の中の様子を見ながら、少し改善し、皆さまが
参加しやすい体制にしていきたいと思っています。それに伴い
マスクについてお話しします。
　5月に入り、だいぶ暑くなってきました。先日、生活指導夕会
で確認したのですが、外では可能な限りマスクを取ってもいい
よという声かけを子どもたちにしていこうと思っています。
体育や登下校時についても同じです。
　
　友達とくっついて話さないのであれば、熱中症を防ぐ為にも、
子どもたちがマスクを取る・つけるという判断をしていけるよう
に、是非ご家庭でもお話しいただけたらと思っております。
よろしくお願いします。

　最後に、これから学校を作っていく中でPTAの皆さまとの連携
がとても大切だと思っています。
9月のなつまつりは学校が始まってからの休日開催ということで、
教員の参加は難しいと思いますが、子どもたちにとって楽しい時
間を作ってもらいたい！という思いで開催を予定しております。

　コロナが収束し日常の生活が戻ってくると、以前行っていた様々
なイベント等が出来るようになると思うのですが、ただ単に元に戻
すのでなく新しいやり方・より良いやり方をお互いに知恵を出し合
いながら考えていけたらと思います。

　私もここはこうしてほしいと正直に申し上げていきますので、是
非皆さまからもご意見をいただければと考えています。
PTAの方々とも繋がりを大切にして、同じ方向を向き取り組んでい
きたいと思います。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

　
　今年度の会長を務めさせて
　いただきます、渡辺です。

　保護者会での委員係決めにご協力いただきありがとうござ
いました。個人的な印象としては、くじ引きになってしまう事が例
年より多かったような気がしました。その背景として、コロナ禍で自
粛やディスタンスなどのために人と人の距離が無意識に少し広
がってしまっているのかなと考えました。大人がそうであるならば
子どももそういう傾向にはあるのかもしれません。

 　今年は元通りとはいかないかもしれませんが、少しずつ活動を

再開して子どもたちに楽しい経験を、また活動している親の背中
を見せていきたいと思っています。

　先日、学校運営委員会(学校、地域、PTAが集まる会議)だより
の1号が発行されましたが、PTAからのご報告で、一部活動してい
きたい内容は（プロジェクションマッピングなど）本部の総意で
はなく渡辺の希望が含まれており、紛らわしかったことをお詫び
いたします。
ですが、これやったら楽しいかも！などアイデアありましたら実現
できるかどうかも含め本部に相談していただけると嬉しいです。
今年一年よろしくお願いします。

【主なPTA年間活動計画の紹介】
◆年間9回の運営委員会開催　◆５月28日運動会はPTAも協力　◆なつまつりは実施予定

令和４年度 PTA 運営方針 活動目標「ともにそだつ できるときにできることを」

桜町小学校のPTAでは子どもたちの安心安全を第一に考え、できるときに出来ることをしていく方針で運営しております。
心身共に安全でいられるよう、保護者2,000人の力を少しずつお借りしながら大きな力にしていきたいです。

01開催日時／5月14日（土）9：30～10：30　Zoomでのオンラインにて開催
出席者／中村校長・平山副校長・上原副校長・クラス委員・専門委員会の三役・PTA役員の約100名

資料／2022年間活動計画・決算報告書・予算案（事前にメールにてリンク配信）

令和 4 年度 第一回運営委員会のご報告

PTA会長挨拶　渡辺文

校長先生よりご挨拶



02本部・専門委員からのご報告

すべて原案どおり承認可決されました。
第1号議案：令和3年度の決算報告書及び会計監査
第2号議案：令和4年度の活動計画及び予算案

令和4年度　年度始め総会決議報告
会計より

●各専門委員の今年度予算については振り込み対応
とさせて頂きます。詳細につきましては、後日、メール
を送付いたします。

●今年度よりクラス費が復活することになりました。
各クラス一律500円です。受け渡しの詳細につきまし
ては、クラス委員さん宛メールにて周知いたします。

安全委員より
●2年生安全教室
　4月27日（水）、玉川警察署の協力を得て体育館にて
　開催、無事に終了しました。

　1. DVD鑑賞
　2. 横断歩道を作成し左右確認練習を
　　しました。

●3年生の自転車安全教室
 　 6月14日(火) 
　当日はヘルメットをご持参いただくようお願いします。
　自転車安全教室の為、ヘルメットを被って受講します。

なつまつり委員より
なつまつりは、9月4日(日)を予定しています。2年ぶり
の開催！皆さまと一緒に楽しめるよう頑張ります。

講習内容

皆さまからのアイディアも大歓迎です！

決議事項

登下校時の保護者送迎について
●送迎時に自転車でいらした際、立ち話等で自転車をとめているところに自転車を避けて子どもが車道に
　出ている事例がありました。
　
　子どもたちの安全を第一にご配慮いただき、立ち話が長くなる場合は空き地や公園などでお願いいたします。

広報委員より

教職員紹介号：5月に先生方へのアンケートを実施
いたしました。
7月上旬発行に向けて、委員一同作業を進めて参りま
す。

校外委員より
●今年度4/23（土）ゴミゼロデー実施しました。目立つゴミはありませんでした。
　次回11月予定、桜・深沢班ご協力下さると助かります。
●  地区班別データを確認・作成し配布しています。
● 9月に合同通学路点検実施予定で、日程調整中です。今月末に班から収集する危険箇所をもとに資料準備予定です。
●今年度桜町小学校学区周辺不審者情報はありませんでしたが、事故を含めて不審者に十分注意してください。
　過去、下校時だけでなく朝練などの早朝にも被害が報告されており路上だけでなく歩道橋上は特にご注意ください。

●先月、旗持ち当番の際に通学見守りボランティアさんと同じ場所になり、保護者がボランティアさんに託して立ち去る事例が
　報告されました。今後、見守り場所が重なった場合は保護者側が他の危険箇所確認に移動して見守りをお願いいたします。
　見守りボランティアさんは遠くから来ていらっしゃる方や長期的にご協力くださる方が多く、お目にかかった際は、日頃の感謝を
　お伝えください。

校外マップ・広報誌作成代理店公募のお願い
校外マップに関して、今まではデータを代理店が持ってい
て都度印刷を依頼する形でしたが、不便かつコスト削減
の為、見直しをしたいと思っています。同時に広報誌も安
価に印刷できる代理店に変更を検討しています。
本部でも代理店選定中ですが、お勧めがあればぜひご連
絡ください。



032022 年度 PTA 本部役員・専門委員三役メンバー

会　　長 渡辺  文（6-2）

副 会 長 小田  貴美子（6-3） 
 住田  安紀乃（4-1）
 柳橋  美紀（2-3） 
 稲垣  かんな（1-5,3-5）

書　　記　 大林  希（2-5） 
 遠藤  悠里（3-3,5-4）

会　　計 関谷  香織（4-1）
 佐野  真千子（3-1）

会計監査  平野 晋子（2-2）
 長橋 央子（2-1）
 川浦  康子（3-5）

本部役員
委 員 長  平元 侑（2-1）

副委員長  書記／叶多 智子（2-2）
 会計／生出 仁美（4-4）

校外委員会

委 員 長  市川 玲依（5-1）

副委員長  書記／草彅 京子（4-3）
 会計／高木 浩子（1-５）

研修委員会

委 員 長  棚橋 聡子（2-5,4-1）

副委員長  書記／長崎 恵（3-4,6-2）
 会計／岩田 千夏（1-2,3-5）

安全教室委員会

委 員 長  神鳥 真里（4-1）

副委員長  書記／河野 亜由美（5-3）
 会計／千田 瑶子（4-2）

広報委員会

委 員 長  鈴木 綾子（6-1,6-3）

副委員長  書記／梅澤 恵子（6-2）
 会計／石田 登記子（5-4）

なつまつり委員会

委 員 長  石川 和央（1-2）

副委員長  金子 優（1-1）
 深田 晃代（4-1）

選出委員会
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PTA室引っ越しします！

●新しいPTA室は２階お手洗い向かいの元資料室になります。

●  7月21日現PTA室荷物搬出し、２階階段前プレハブ内に仮置き、10月より新しいPTA室利用可能になる予定です。

●各委員会さんに書類の段ボール詰めをご協力お願いいたします。
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本年の桜町小学校
連絡システム
について

大切なお願い
本年度、専門委員・クラス委員
をお引き受けくださった方で、
まだメールメイトに登録されて
いない方はお手数ですがご登
録をお願いいたします。　

運営委員会などのお知らせが配
信できない可能性があります。

2022年度 クラス委員
109名の皆さまにお引き受けいただいております。ありがとうございます。

※今年度から校外活動に必要な情報はメールメイトを通じて収集しています。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 運営委員会でクラス委員さんによりいただいたご相談 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Q
A

学校とクラス委員の連絡方法は分かるのですが、クラス委員からクラスみん
なへの周知はどうしたら良いでしょうか？

PTAへの報告メール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まで、
お知らせしたい内容文面をご連絡ください。メールメイトよりお送りさせて
いただきます。なお、皆様のメールアドレスは個人情報の扱いの観点から
PTA役員も分からないようになっておりますのでご安心ください。メールメイ
トの会員システムのみで管理されております。

校外委員

次回運営委員会
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ご参加希望の方はお気軽に
PTA報告メールまでご連絡ください。
zoomのアドレスを送ります。

専門委員さん、
クラス委員さん以外
でも運営委員会参加
してみたい方大歓迎

です！

sakuramachi.pta.houkoku@gmail.com

次回運営委員会は 6/18(土) 午前 9:00 から予定しておりますので、
ご都合つきましたらご参加ください。
対面、もしくはZoomのご案内は日にちが近くなりましたら改めて
ご連絡いたします。ご質問は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　までお願いいたします。

 PTAのホームページ内「掲示板」のお知らせ！

PTAのホームページに「掲示板」ページがあります。教育委員会や東京都、警視庁などから配布される「交通安全」などの
啓発活動のチラシ・案内・資料、またPTA本部からのご連絡を掲示しています。
ぜひご覧ください。 PTA のホームページへは桜町小学校の

ホームページメニューからも入れます
PTAホームページアドレス▶　ht tp s : //www. s aku r amach ip t a . i n f o /

sakuramachi.pta.houkoku@gmail.com

保護者への
緊急連絡等

学校への遅刻・
欠席連絡等

桜町
小学校

すぐーる
緊急連絡情報配信システム
欠席連絡機能も備えた緊急メールシステム

PTA 本部への連絡はこちらへ

PTA会員への一斉通知
グループ連絡等

本部・委員

メールメイト
連絡網として機能する
学校・PTA 向けメール配信システム 

PTA

保護者

保護者
sakuramachi.pta.houkoku@gmail.com


