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平成 31 年 3 月 18 日
桜町小学校 PTA 発行
会　長　 根 井　朝 美

年度末総会の開催に代わり、議案の承認を書面にて行いました。
2018 年度年度末承認事項
（１）2018年度　活動報告　　（２）2019年度　役員・会計監査
※詳細は配布済みの「年度末承認事項資料」をご覧ください。

2018年度　年度末承認事項について ＊ 報告

会員数 4 分の 1を超える 585 名の賛意を得て全て承認されました。

校外委員選出集会（２月９日）へのたくさんのご出席ありがとうございました！
度々校外委員会に寄せられるご質問にお答えいたします。

Q．校外委員を一度やった人も、くじを引くのですか？
A．校外委員を引き受けて下さった方（5 年間有効）に関しては、くじ引きとなった際は、ご本人

の希望があればくじから外れることができます。
この背景には、同じ方が何回もやるのではなく、なるべく多くの方々に、住んでいる地域に馴
染んでもらいたいという考え方が第一に優先されているためです。

Q．校外委員選出集会には必ず参加しなくてはならないのでしょうか？
A．校外委員選出集会の委員長あいさつでお話しさせて頂いた通り、校外委員選出集会の第一の目

的は、同じ地区班メンバーの年に一度の顔合わせであり、通学路注意事項、安全パトロール情
報の共有、またメンバー同士の交流です。やむを得ない事情がない限り、みなさま、ぜひご参
加ください。

校外委員会より

右も左もわからないままPTAの役員としての活動が始まり、
正直あっという間の 1年間でした。この 1年どうもありがと
うございました。超長期政権の根井さんがご卒業ということ
でご縁で根井さんの後を引き継ぐことになりました。わかっ
てないことが多く果たしてどうなることやら不安な気持ちで
いっぱいです。会員のみなさまのご理解・ご協力のもと、引
き続きPTA活動ができればと思っております。
新年度もどうぞよろしくお願いいたします。
（副会長　安田さん）

終わってみれば早いものであっという間の一年間でした。
仕事もあり深く密に果たせたかといえばあまり自信ありませ
んがやらせて頂いたことで知れたこともたくさんあった有意
義な一年でした。
一緒に活動させて頂いた本部役員・専門委員・お手伝い係の
方々にこの場をかりて御礼申し上げます。
（副会長　武井さん）

二年間、副会長をやってみて、「あら意外と楽しいことも多
かったわ (^-^)♪」と思いました！一年目は、いつもビクビ
クしてたので⁈ 二年目に、面白く思えるようになって良かっ
たです！（副会長　橘さん）

役員さんや、保護者の皆様のあたたかい思いやお力に子ど
もたちが支えられていることを改めて実感できる一年間でし
た。ありがとうございました。（副会長　徳田さん）

PTA 活動を通して、クラスや学年を超えた先生方や保護者の
方々と知り合うことができ、子どもだけではなく親も小学校に属
しているんだということを実感した二年間でした。本部役員、楽
しかったです！！（書記　嶋岡さん）

軽い気持ちで互選会に行き、役員になるとは夢にも思っていま
せんでした。でも、やってみるととても楽しく充実した毎日を過
ごせました。
何よりも子どもたちの毎日は先生方、学校関係の方、地域の方、
保護者の方など本当にいろいろな方に支えられていることを知る
ことができ、感謝の気持ちでいっぱいです。
一年間、ありがとうございました。（書記　東村さん）

一年間役員を経験し、みんなが意見やアイディアを出すことで、
こうやって PTA がより良く変わっていくんだなぁということを
実感しました。
始めはよくわからない組織？なイメージの PTA でしたが、思い
切って飛び込んでみて良かったと思います。楽しい一年でした！
（会計　加藤さん）

くじであたり互選会へ行き、勢いで手をあげ役員に飛び込みま
した。右も左もわからず過ごした一年でしたが、とてもいい仲間
と活動でき楽しい一年でした。
今まで知らなかったPTAの活動を知るいい機会になりました。
（会計　林さん）

●報告事項、PTA活動に関するご意見ご質問は、下記PTA報告メールまで

  sakuramachi.pta.houkoku@gmail.com2018 年度の本部役員・世小P役員・会計監査・常任理事特別委員・専門委員会三役の皆さんより
一年間の活動をふり返り感想をいただきました。皆さんありがとうございました！！（裏面に続く）

一年間世小P活動をさせていただき、学校生活が多くの方々
に支えられて成り立っているということを実感しました。ま
たPTA活動も小学校によって様々であることがわかりました。
各ブロックの研修会にも参加し、育児についての講演を聞け
たことも、とてもためになりました。
一年間世小 P 役員として貴重な経験ができ感謝しています。
ありがとうございました。
（副会長・世小P役員　小田さん）
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●根井会長のつぶやき



校外委員会を通じて、自分のこどもが毎日通っている通
学路がどれだけの人が関わり、守られているのかを再確認
し、地域行事の大切さや、学校との絆も多くの学びがあり
ました。また、校外委員のみなさま一人一人と手を取り合
いがんばってきて、学年問わずたくさんの仲間ができまし
た。それは親子共々、これからの小学校生活の糧になると
信じています。本当にありがとうございました。
（校外委員会 委員長　堀田さん）

常任の仕事を通して、子ども達が支えられている学内外の
環境作りの大切さを感じました。微力ながら、子どもと共
に育つことが出来た一年であったかなと感謝しています。
（常任特別委員会　山口さん）

常任理事校特別委員として一年間活動し、楽しい思い出が
たくさんできました。活動を支えてくださった先生方、素
敵な仲間達に感謝です。ありがとうございました。
（常任特別委員会　笹澤さん）

今回この活動を経て、今まで見ることの出来なかった他校
の活動や校長先生方のお話をきけて面白かったです。
（常任特別委員会　宮本さん）

今年度は 8 年に一度の常任理事校担当校でした。お手伝い
の方々のお気遣いが素晴らしいと、来校されたたくさんの
お客様よりお伺いしました。桜町小保護者の皆様の多才さ
に触れることのできた一年でした。
平成30年度本部役員、常任特別委員会の皆さま、学校のこ
と、子ども同士のこと、地域のことについて交わした言葉
すべてが私自身の貴重な財産になりました。
一年間みんなと活動できて頼もしかったし楽しかった！
ありがとうございました～！！
（常任特別委員会　委員長　草彅さん）

研修委員は、他校・教育委員会・講師の方など、外部の方
との関わりが多かったので、小学校活動はそういった周り
の方々に支えられて、協力し合って成り立っているんだな
と改めて感じる一年でした。桜町小学校として発言するこ
とあり、緊張感もありましたが、無事に一年を終えられて
ほっとしています。ありがとうございました。
（研修委員会 副委員長・書記　長崎さん）

年度半ばに越してきた翌年に委員長を務めることになりま
した。案の定右も左もわからず、また仕事を持ちながらで
したので副委員長の 2 人にはご迷惑をおかけしながらの活
動となりました。
特に二学期はさくらまち会と研修フェアがあり、委員長と
して、回数を増す平日のミーティングに参加できなかった
のは心苦しかったです。出来上がった段取りや書類に目を
通すことしか出来ず、委員長として力不足だったと痛感し
ております。しかしながら委員全員の温かな協力のもと、
各活動を終えた時には委員との間に学年を越えた繋がりが
生まれ、また学校と地域が身近に感じられるようになった
ことは何にも代え難い経験となりました。
（研修委員会 委員長　南部さん）

準備、運営する立場になり、全ての行事は沢山の方々の協
力があって成り立っていることを改めて実感しました。子
どもたちが日々元気に楽しく過ごしてくれることが一番！
それを保護者が出来る範囲で、様々な形でサポートしてい
けたらと思います。（安全教室委員会 委員長　相川さん）

三役というお仕事を通し、PTA や各委員会がより身近な
存在になりました。より良い学校にしようと、沢山の方々
が頑張っておられると知り、改めて我が子が桜町小に通わ
せていただき良かった！と思った 1年でした。
（安全教室委員会 副委員長・書記　谷野さん）

初めて運営側に携わらせていただき、正直途中「主催は委
員会なのか、学校なのか？」と悩む場面もありましたが、
自転車の貸出などで保護者の皆様のご協力に感謝していま
す。「子どもたちの安全」のため力になり、また当日は子ど
もたちの様子も間近にできる活動でした。
（安全教室委員会 副委員長・会計　小林さん）

今年度は広報誌 2 回→1 回にし、先生方の写真を基本的に
使い回しなどの簡素化を図りましたが、新しいことを始め
るには決断力と労力が必要だと実感しました。大分簡素化
できたので、立候補者が増えると嬉しいです。
（広報委員会 委員長　金井さん）

元々委員長になるのが嫌で、書記に立候補したのですが、
広報誌を 1 号しか出さなかったこともあり負担は少なかっ
たと思います。一緒にやる人さえ良ければ、こんなに良い
委員会はないと思います。
（広報委員会 副委員長・書記　荻さん）

広報誌作成で三役は全工程の打合せ等に参加したので色々
と勉強になりました。多少大変な事もあったり反省点も残
りますが三役で良く話し合い協力して進める事が出来て良
かったです。
（広報委員会 副委員長・会計　近藤さん）

PTA活動を通して、たくさんの出会いがあり、素晴らしい
仲間に恵まれ、本当に楽しく充実した日々を送れました。
大人になってから、こんなに大切な友達ができるなんて、
仲間と泣いたり笑ったりできるなんて、思いもしませんで
した。子どもたちがくれた出会いに心から感謝しています。
（会計監査　小熊さん）

初めての会計監査で、かつ、まだお仕事は残っております
が、本年度のPTAの運営に携われて色々と勉強させていた
だきました。卒業していく保護者としても、今後の桜町を
見守っていきたいと思っております。先生方、保護者の皆様、
地域の皆様、一年間ありがとうございました。
（会計監査　坂本さん）

会計監査として PTA 役員さんたちのそばにいて、お互い
に助け合い、より良いPTAにするべく前向きに取り組む姿
に桜町小の未来は明るいと思いました。子どもは今年で卒
業なのでこれからは近くに住む者として桜町の子どもたち
を見守っていけたらと思っております。６年間お世話にな
りました。桜町小に感謝でいっぱいです。
（会計監査　山口さん）

昨年度に引き続き、選出委員をさせて頂きましたが、まさ
か副委員長になるとは思いもしませんでした。最初から最
後まで何をやったらいいのか一つ一つ確認しながらでした
が、選出委員の皆様のご意見やご協力のおかげで、楽しく
一年間頑張れました。また現 PTA 役員さんや IT 部さん、
前選出委員三役さんよりアドバイスを頂き、なんとか無事
に来年度 PTA 役員が決まり、本当に安心しました。ありが
とうございました。
そして互選会にいらして、悩みながらも快く立候補してく
ださった、来年度PTA役員の皆様にも、感謝の気持ちでいっ
ぱいです。皆様、一年間ありがとうございました。
（選出委員会 副委員長・書記　水戸さん）

選出委員の皆さんの温かなご支援のおかげさまで、無事に
一年を終えることに感謝の気持ちです。
年々変わっていく保護者の皆さんの考え方に合わせて、
PTA の活動内容も変化していっても良いものなんだなぁと
感じました。変えないでいく事の大切さ、そして変えてい
く事の大切さにも気づいた一年でした。
PTA 役員の皆さま、一年間お世話になりありがとうござい
ました。（選出委員会 副委員長・会計　緑川さん）

選出委員の方々が良い方ばかりで、慣れない三役の仕事を
温かい目で見てくださっていたから、大変に感じた事も楽
しく乗り切る事が出来ました。役員さんや IT 部の方にもア
ドバイスを頂き、皆さんに支えて頂いて何とか最後まで出
来ました。良い経験をさせて頂き感謝しています。一年間
ありがとうございました。（選出委員会 委員長　坂根さん）

子どもたちの笑顔に繋がるなつまつりの運営に携わらせて
いただき、とても充実した経験となりました。
「楽しい」「安全」を第一に考えた上での開催は大変なこと
もありましたが、三役で協力しながら楽しく乗り切って他
学年の保護者の方々と仲良くなれて 2 学期に入ると集まる
機会が少なくなり寂しくなってしまうくらいでした。
地域の方々の温かい対応を感じ、また先生方が「お化け屋敷」
に本気で取り組んでくださっている姿を間近で拝見し、私
たち保護者も共に学校行事に貢献する大切さを知りました。
（なつまつり委員会 委員長　鈴木さん）

係にはじまり三年間なつまつりに関わらせて頂きました。
ブースの経験はありましたが全体の流れは全くわからない
事だらけで、三役を経験された方の助言や引き継ぎ資料と
格闘する日々が続きました。最初は不安でいっぱいでした
が、なんとか試行錯誤し色々な方に教えて頂きながら進め
る事ができ、素敵ななつまつりになりました。
期間が短い分夏休みまでは少し大変なところもあったのが
正直な感想です。ですが、何もわかっていなかった私でも
出来ました！
先生方、地域の皆様、保護者の皆様に支えて頂きながら子
ども達が笑顔で過ごす時間を一緒に作れた事に感謝でいっ
ぱいです。ありがとうございました。
（なつまつり委員会 副委員長・会計　森田さん）

会計監査の皆さん

選出委員会の皆さん

常任特別委員会の皆さん

校外委員会の皆さん

広報委員会の皆さん

安全教室委員会の皆さん

研修委員会の皆さん

なつまつり委員会の皆さん

学校や地域の方々のご協力があっての「なつまつり」とい
う事を強く感じられる委員会活動でした。また委員の皆さ
んと力を合わせて作り上げていく楽しさも味わうことがで
きました。ありがとうございます。
（なつまつり委員会 副委員長・書記　神戸さん）

今年度研修委員は、さくらまち会＆第２回家庭教育学級に
て保護者・先生・保護司の皆様とのグループトークを行い
ました。打ち合わせや会当日を通して先生方や地域の方と
の繋がりが増え大変有意義な１年間だったと思います。
どうもありがとうございました。
（研修委員会 副委員長・会計　遠藤さん）

一年間校外委員の活動をさせていただき、桜町小の子ども
たちが安心して生活できるように、学校・地域・区などが
連携して活動してくださっていることを痛感しました。そ
れぞれの立場の方とお話できたことは、とても貴重な経験
でした。（校外委員会 副委員長・書記　加藤さん）

三役に立候補したものの最後まで手探り状態でしたが、委
員の皆様に支えていただき無事務めることができました。
三役を務める中で、日頃の子ども達の安全がいかに多くの
方に支えられているのかを実感することができ充実した一
年となりました。（校外委員会 副委員長・会計　笠貫さん）


