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PTA会員各位                                                            令和４年３月１８日 

ふじみ野市立駒西小学校 PTA 

    会長 滝澤  真  

    書記 佐藤 佳奈子 

   

ふれあい３月号 
 
日頃より、PTA活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、今年度より PTAだより「ふれあい」を年に 3回発行とし、ふれあいを通して駒西小学校 PTAの活動をお伝えしました。本部発

行の PTA だよりが、ボランティア活動へ参加のきっかけになると幸いです。ご興味をお持ちいただいた方は、ぜひ、来年度も随時募集

するボランティア活動、さらには PTA本部への立候補をお待ちしています！ 

 以下、3学期 PTA活動報告です。 

 

１，会長挨拶                           ２．活動報告 

ＰＴＡ会長となって約１０ヶ月が経ちました。

この立場にならなければ知らずにいたであろ

う学校のことを、たくさん知ることができまし

た。 

コロナ禍での大変な状況の中、校長先生を

はじめ教職員の皆様には、学校内での感染を

防ぎながら授業や行事に取り組まれ、相当なご

苦労があったと思います。 

卒業し巣立っていく６年生のみなさん、感謝

の気持ちを忘れずに駒西小で学んだことを発

揮して活躍されることを願っています。 

ＰＴＡの運営も、コロナ禍の中で改革トライア

ルの実施により大きく活動内容が変わりまし

た。 

会員皆様のご理解とご協力により大きなトラ

ブルもなく活動できたと実感しています。あり

がとうございました。 

改革はまだ道半ばですので、引き続きよろしく

お願いします。 

 

 

３，ボランティアのご協力状況<できる人が、できる時に、できる範囲でご参加ください> 
①読み聞かせ 

【新型コロナウィルス感染症の拡大のた

め学校から要請をうけ下記の回は中止と

なりました。】 

第 5回  1/31（月） 

第 6回  2/28(月) 

このような状況下でも、積極的にご応

募くださった皆様ありがとうございまし

た！来年度も、引き続き子どもたちとの

思い出となる活動を企画しますので、よ

ろしくお願いします。 

 

 

【令和 4年度 開催予定】 

6月(初回)・9月・10月・11月 

・1月・2月 

全 6回、毎月、最終月曜日です。 

開催月の前月を目安に、回ごとに募集し

ます。 

②ベルマーク 

【ベルマーク運動ご協力のお礼】 

今年度は、ベルマークポケットやカート

リッジ回収ボックス、ボランティア募集用

LINE グループの利用等、新体制での取

り組みにご協力をいただき、ありがとう

ございました。 

【ベルマーク残高について】 
ベルマーク残高 

①前年度繰り越し金    12,216円 

②１，２学期集計分     40,417円 

③WEBベルマーク集計分 1,583円 

 

 

ベルマークをたくさん集めていただき、

ありがとうございました！ 

 学校と協議の結果、今年度は物品は購

入せず、来年度以降に持ち越します。 

 

【自宅集計ボランティア募集】 

3/７(月) 自宅集計できる方をベルマ

ークボランティア LINE グループ内で募

集しました。 

 

16名の方に自宅集計をお願いしました。 

・ 3/10に児童経由でベルマーク 

渡し 

・ 自宅集計作業期間 

3/10～3/17 

作業ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

③卒業関連対応 

 

3/2(水) 記念品費精算 

卒業する子どもたちの新たな出発へ向

けて、有志保護者により、卒業証書ファイ

ルの色決め、記念品の選定等を行ってい

ただきました。 

ご多用のなか、そして感染対策に留意

しながらの活動にご協力をいただき、あ

りがとうございました！ 

本部 校外委員 
1/19 第５回学校運営協議会中止 1/20 交通安全母の会 

声かけ活動 

1/31 第 5回読み聞かせ中止 

     臨時総会議案 審議日 

2/7  校外委員会 

(感染拡大防止のため全体

集会中止・各自時間内に集

まり) 

2/3  入学説明会 

(PTA会長作成動画) 
3/7  新役員顔合せ・正副決め 

2/4  臨時総会決 議結果報告 3/17 新旧役員引継ぎ 

3/2 ６年卒業関連対応ボランティア 

記念品費精算 

3/18 交通安全母の会 

声かけ活動 

2/28 第 6回読み聞かせ中止  

3/4  第 6回学校運営協議会  

3/7  校外委員会 新役員顔合わせ

にて、PTA会長挨拶 
 

3/9  本部会 

(感染拡大防止のため、会

長、副会長 1名での参加) 

     下期会計監査 

 

合計 54,216円 



★読み聞かせボランティアより 

絵本・紙芝居・英語の絵本など形式自由です。 

読み聞かせボランティア LINEグループへの登録はお母さまだけれど、当日はお父様が 

参加したい等のご相談もお気軽にお問い合わせください。 

卒業生の保護者様によるボランティアも増えてきています。 

お友達をお誘いしてのご参加もお待ちしています。 

※新型コロナウィルス感染症の拡大等により、中止となる場合もあります。 

 

４，本部会計より 
(１)3月 9日(水)に実施の下期会計監査は滞りなく終了しました。 

(２)３学期の主な収支(令和４年３月１８日現在) 
項目 説明 収入 支出 

備品費 12/7 USBメモリ×６  11,544円 

事務・消耗品費 

1/20 修正テープ・ビニールケース 

1/27 新入生保護者用名札 

2/8  封筒・除菌シート 

2/27 リングファイル 

― 

550円 

19,276円 

1,273円 

660円 

行事費 1/31 卒業式・入学式花代 ― 20,000円 

会議費 2/3  会議室用お茶代 ― 583円 

文書印刷費 
2/4  コピー用紙 

2/8  印刷機インク 
― 

6,262円 

6,600円 

記念品費 2/9  卒業証書ファイル ― 54,780円 

活動費 

―  本部役員・正副委員長 

―  校外委員会 

―  広報委員会 

―  成人厚生委員会 

― 

58,000円 

550円 

18,829円 

2,164円 

(３)PTA安全互助会について 

PTA活動中のケガ等補償されます。何かありましたら本部までご連絡ください。 

 

５，連絡事項 
(１)令和３年度 駒西小学校 PTA臨時総会議決の結果について  

 PTA 会則の一部改正の審議に、ご協力をいただきありがとうございました。令和 4 年 1 月３１日(月)の審議結果を改めてお伝えし

ます。議案は 2/3以上の賛成をもって可決されました。 

以下は可決された、会則の一部改正の該当箇所です。駒西小学校 PTA会則【PTAのしおり】をご参照ください。 

※現在進行中の会則変更にむけた PTA 改革トライアルは、まだ終了していません。大幅な会則変更は今回の臨時総会では行っていま

せん。 

<第 7章 会議と運営> 

第 18条＿２. 総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は年度内 1回開催されるものとし、臨時総会は会長が 

必要と認めた場合、または会員の 10分の１以上の要求があった場合において会長がこれを開催する。 

開催方法は、書面開催及びWEB開催を原則とする。 

 

第 18条＿３．総会は委任も含めて全会員の 5分の１以上の議決権行使書をもって成立し、議決はその過半数でこれ 

を決する。但し、WEB開催の場合はこの限りでない。 

 

第 18条＿４．WEB総会は全会員の 3分の 1以上の異議がなければ議決とする。 

 

<第 10章 会則・規程・細則の改正> 

第34条   この会則は総会の審議事項とすることができる。その場合、改正案を総会の 1週間前までに会員に提示 

しなければならない。 

 
(２)校外委員会より 

 今年度はコロナ禍での活動となり、制限がありながらも、学校と PTA、そして地域の皆様にご協力いただきながら活動する事ができ

ました。 

 1年間、子ども達が安心して通学出来るように通学時の見守りや旗当番等、ご協力頂きまして、ありがとうございました。 

 来年度もご協力のほどよろしくお願いします。 

 

(３)家庭教育学級について 

令和 3年度は、PTA会長が指導員となってのタグラグビーや、外部講師を呼んでの講演などを企画しました。のびのびと体を動かし

学年関係なく友好を深めることや、家庭で実践できる、コロナ禍のストレスを和らげるスキンシップを学ぶことを目的としました。残念

ながら、新型コロナウィルス感染症の拡大のため中止しましたが、来年度こそコロナ禍が落ち着くことを願い、そのときには楽しめる企

画のリベンジを図りたいと思います！活動時期・内容の詳細は学校と相談の上、来年度に改めてお伝えします。 

以上 

★1年間 PTA活動にご協力をいただき、ありがとうございました。 
ご質問等はＰＴＡメールへお寄せください。 

ＰＴＡメールアドレス：komanishisho@gmail.com 

 

mailto:komanishisho@gmail.com

