
  運営委員会だより

本来ですと校⻑より挨拶するところですが、本⽇も出張ということでくれぐれも皆様に宜しくとの事です。
⼦供たちは、25⽇の運動会に向けて各学年、楽しく、怪我のないよう練習に励んでおります。
ただ、ここ最近の夏⽇で暑さも厳しくなっておりますので熱中症対策も⾏っていきたいと思います。
ご家庭からも⽔筒を毎⽇持参して頂き飲ませられるようにして頂きたいと思います。
またインフルエンザに関しましても、運動会等の練習で疲れ、免疫⼒がないところで感染するという事も
あり得ますので冬と同じように⼿洗いと⼗分な休養と栄養の⽅を摂って頂ければと思います。
新しく役員になられた⽅、経験者の⽅も軽減できる点は軽減し、⼯夫してやって頂ければと思います。
⼀⼈で抱えこむ事なく、仲間の輪を⼤切にお互いに助け合ってお願いしたいと思います。

  第252回 令和元年5⽉15⽇開催
 ⼋⽯⼩PTA 発⾏⽇ 令和元年6⽉4⽇

会⻑あいさつ

教頭あいさつ

本⽇はお忙しい中お集まり頂きありがとうございます。
学代さん・委員⻑の皆様お受け頂きありがとうございます。
先⽇も申し上げましたが、基本的にはPTA・学代さん・各委員会さんの⽬的を再度⾒直して頂き、
⼿を抜けるところは抜いてゆるく楽しくやって頂きたいと思います。
会員さんからの意⾒や委員会さんからの意⾒をどしどしあげて頂きその場で議論して、
楽しく変わっていければと思っております。
⼀年間よろしくお願い致します。



☆運動会に向け、写真掲載のお⼿紙配布
☆5/27 商⼯会館にて写真等の取り扱い講習会参加

※年３回の回収→年２回へ変更案 可決 開始時期検討中

6/18・19 1学期ベルマーク回収

☆5/９ １学期校内美化のお⼿伝いの⼿紙を校⻑先⽣に確認・コピー作業・配布

☆6/4 第１回校内美化(廊下・⽔回り)

☆6/19 第１回家庭教育学級講演会 企画準備会 参加

☆5/15 緊急通学連絡網 執⾏部・地区委員に配布

☆5/24 交通安全⽗⺟の会出席
☆6/４ パトロール⽇誌・パトロール⽇誌点検表・こども110番の家の継続確認について
    以上の書類を地区委員さんへ配布
☆6/5 あいさつ運動参加
☆7/3 あいさつ運動参加

こども110番の家ご協⼒へのお礼とお願い・ご協⼒者名簿を地区委員さんへ配布・説明

活動報告・予定

校外・交通安全⺟の会

広報委員

厚⽣委員

家庭教育委員

《今後の予定》

《今後の予定》

ベルマーク

《今後の予定》



☆ 4/10 1学期 読み聞かせ当番表作成開始
☆ 4/20 1学期 装飾活動⽇決定・配信
☆ 5/10 １学期 読み聞かせ当番表決定・配信

☆ 5/16 読み聞かせ・装飾活動
☆ 6/6   読み聞かせ・装飾活動
☆ 6/13 読み聞かせ
☆ 6/20 読み聞かせ・装飾活動
☆ 7/11 読み聞かせ

☆ 4/24  定期総会
☆ 5/ 7   ⼋⽯いきいき広場
☆ 5/8    あいさつ運動
☆ 5/9    学代・専⾨委員懇談会
☆ 5/15  第１回運営委員会
☆ 5/16  ふれ協総会

☆ 5/25  ⼋⽯⼩運動会
☆ 5/29  市PTA・第１回理事会
☆ 6/4    PTA会費集⾦
☆ 6/ 5   あいさつ運動
☆ 6 /26 市PTA保護者会連合会第1回理事会・会⻑会

①学級連絡表について

②PTA団体保険について

③PTA会計監査

☆ 4/9   装飾活動

図書ボランティア

執⾏部

《今後の予定》

《今後の予定》

  学級代表に作成していただきます

  5/15に配布したものをご覧ください

  ４年２組 堀越さん・渡辺さんにお願いしました



④運営委員会だよりの校正について

猛暑の中、駐輪場整備・テントの⽚付けにご協⼒を頂きましたお⼿伝い、及び保護者の皆様
ありがとうございました。
今年の保護者競技『⼤⼈の⽟⼊れ』は132名のご参加を頂き⼤変盛り上がりました。
結果は⾚組の勝利となりました。ご協⼒ありがとうございました。

次回、第2回運営委員会は
6⽉28⽇⾦曜⽇15時からです。

1年間ご協⼒お願いいたします。 執⾏部⼀同

運動会

  今回は1年１組 ⚫⚫さん・１年２組 ⚫⚫さんにお願い致しました。



第253回　令和元年9月12日開催

   八石小PTA　発行日　令和元年１０月１日

　運営委員会だより

会長あいさつ

教頭あいさつ

活動報告・予定

	
台風による登校時間変更の際にはご協力ありがとうございました。	
台風に伴いブロック塀の崩れ・樹木の倒木、加えて歩道橋工事や近隣施設の工事等	
登校への危険が多いため通学等の見守りを宜しくお願い致します。	
	
気候に関してですが、まだまだ暑い日がございまして、校庭や体育館での活動の際には
教職員が熱中症の指数を図る装置を持ち、35度以上は中止としております。	
	
最後にSNS問題に関しまして、子供はもちろんの事、保護者内でのトラブルを他校からも
耳にする為、後ろには子供たちがいる事を心にとめて頂くよう宜しくお願いいたします。	
	

皆様お忙しい中ご出席ありがとうございます。	
本日は八石小学校PTAの外部とのつながりに関してお話しようと思います。	
	
PTA関連の会議に出席しますと色々な話をお聞きする機会があります。	
例えば先日の会議での教育長さんからの話ですと	

現在新しい教育方法(学習指導要領)の転換期でアクティブラーニングなど	
今までの受け身の形ではなく主体的で対話的で深い学びを目標とする流れとなっています。	
そういった中で親の立場である私たちも子供たちの見本となる必要があると感じました。	
	
また、徐々に変わりつつある部分もありまして	
PTA組織において全国・県・県南部などの大きなくくりの会議には出席せず、負担を軽減する	
という動きもでてきています。	
	
その他、地域のつながりに関してましては	
ふれあい協議会・ココフレ・いきいき広場等とつながりをもっており、	
老人クラブの方・町内会の方・民生委員の方等、子供たちのためにご協力頂いています。	

 	
八石小はコミュニティースクールとなっていますし	
今後もお互い助け合い、関係性を深めていく事が大事かと思います。	
	
今後とも皆様のご理解・ご協力宜しくお願い致します。	
	



1学期号広報紙の発行・配布

広報紙コンクールへ提出

※数年前より１学期号に教職員紹介が掲載されていない為、

　来期の予算確保と次年度の広報委員への業務マニュアルの改善を検討中

《　今後の予定　》

２学期号の作成準備

※来年度の給食費値上げについての理解・協力を知らせるべく

　給食室探検として広報紙掲載の協力を学校側へ依頼する案を検討中

【６月】 １８・１９日 第１回ベルマーク回収

【９月】 ２日 ベルマーク便り発行

《　今後の予定　》

【１２月】 １０・１２日 第２回ベルマーク回収

【７月】 １０日 第２回校内美化お手伝いの手紙作成

１２日 第２回校内美化お手伝いの手紙を校長先生へ確認・印刷

１６日 第２回校内美化お手伝いの手紙をお手伝いの方へ配布

《　今後の予定　》

【９月】 ２４日 第２回校内美化日

【１０月】 １８日 花いっぱい活動の花植え

広報委員

ベルマーク委員

ベルマークポイント　１６万３６７ポイントにてワンタッチテント一張り購入予定
　　　校長先生からのご配慮で２万９３７７円を学校から補填して頂ける

厚生委員

校外・交通安全母の会



【５月】 １６日 緊急連絡網配布

６/４配布パトロール日誌点検のお願い・パトロール日誌点検表・こども１１０番の家確認

７/３配布こども１１０番の家ご協力へのお礼とお願い・協力者名簿の校正・承認

１７日 緊急連絡網の変更作成

１９日 通学班移動のお知らせの手紙配布

２０日 ６/４・７/３日配布書類の準備

２４日 交通安全母の会総会へ出席

３１日 ６/４配布書類の準備

【６月】 ４日 PTA会費集金活動・６/４日分手紙配布

５日 あいさつ運動

２０日 交通安全母の会役員会出席

【７月】 ３日 あいさつ運動

各地区委員さんへ今後の活動報告の説明

緊急連絡網・こども１１０番の家ご協力へのお礼とお願い・協力者名簿再配布

《　今後の予定　》

【９月】 ２日 交通安全母の会役員会出席

４日 あいさつ運動

９月下旬 秋の全国交通安全運動への参加

【１０月】 ２日 あいさつ運動

　　　１３・１４日 新座快適みらい都市市民まつり安全対策ひろばへの参加

【１１月】 ６日 あいさつ運動

１７日 親と子の自転車マナー向上運動への参加

１８日 交通安全母の会役員会出席

２４日 親と子の自転車マナー向上運動への参加

【１２月】 ４日 あいさつ運動

１２月上旬 冬の交通事故防止運動への参加

その他・・・ 班長会議に向けてのアンケート作成・配布

１１０番の家リスト・パトロール日誌点検表の回収

新１年生への通学班名簿作成プリントの作成・配布

校外だより作成・配布

図書ボランティア

　１１月２４日に野寺小学校にて、親と子の自転車マナー向上運動が	
　開催されます。	
　後日お手紙配布致しますので是非ご参加下さい。	



【５月】 １６日 読み聞かせ・装飾活動

【６月】 ６日 読み聞かせ・装飾活動

１３日 読み聞かせ

２０日 読み聞かせ・装飾活動

【７月】 １１日 読み聞かせ

７月中 ２学期の当番決め

《　今後の予定　》

【９月】 １２日 読み聞かせ・装飾活動

１９日 読み聞かせ

２６日 読み聞かせ

【１０月】 ２４日 読み聞かせ

３１日 読み聞かせ・装飾活動

【７月】 ４日 家庭教育学級委員会　活動会議

１７日 第２回家庭教育学級講演会　企画準備会議参加

《　今後の予定　》

１０月中 脱ワンワードアンケートの印刷・配布

９月１８日・１０月１６日・１２月１１日

第３・４・５回家庭教育学級講演会　企画準備会議参加

【６月】 ４日 PTA集金

１学期中 学級連絡表作成・配布

【5月】 １６日 ふれ協総会

２４日 運動会準備

２５日 八石小運動会

２７日 広報研修会

２９日 市PTA保護者会連合会総会

【6月】 ４日 PTA集金・校内美化

５日 あいさつ運動

１８日 ココフレ実行委員会

２６日　 市PTA第一回理事会・会長会

２８日　 第一回ふれ協理事会

【7月】 ３日 あいさつ運動・教育長との懇談会

８日 第一回学校保健委員会

家庭教育委員

1年～6年、なかよし

執行部



１０日 通学区域審議会

１６日 五中『心の声かけ運動』参加

【８月】 ９日 新座市学校応援団地域コーディネーター　

及び学校応援コーディネーター研修会

【9月】 ４日 あいさつ運動

９日 いきいき広場運営委員会

１２日 第３回運営委員会

《　その他連絡事項　》

〇PTA会議室のコピー機のリースが終了する関係で１０月の増税前にコピー機を購入致しました。

〇PTA会議室の各役員さん用棚に不足があれば学校より分けて頂けるとの事

　→現段階では必要なしとの事

※広報委員アンケートについて

毎年積極的な立候補がない為、変更可能な点の修正を行い立候補制にすべくアンケートを実施したい

→ 承認頂き、配布済

※八石小PTAのHP公開のアンケートについて

会員さんのPTAへの関心を促し、立候補や意見の吸い上げにつなげるべく

今まで以上に詳しく情報発信を行いたい

→ 承認頂き、配布済

 〇次年度執行部役員候補者の選出について

次年度は五中ブロックのブロック長の年となります

会長がブロック長として五中ブロック４校のまとめ役を行います

それに伴い副会長を３名とし、

うち１名の副会長は市P会議出席等会長のフォローを行う形となります

その他の選出内容に関しては例年通りとなります。宜しくお願い致します。

※今回の運営委員会だよりの校正は２-１⚫︎⚫さん・２-２⚫⚫さんにお願いしました。

第4回運営委員会は１１月６日(水)１５時からです。



       運営委員会だより

       第254回　令和元年度11月6日開催

   八石小PTA　発行日　令和元年度　11月20日

　会長あいさつ

　　栗原先生あいさつ

活動報告・予定

今回は先日参加してきた市P会長交流会の話をしたいと思います。	
ボウリングと食事会に参加し他校と役員活動の話等をすることができました。	
その中で児童数の多い学校等では役員の数も多いため委員会の代表を立てる事なく活
動を行う等、其々の学校のスタイルを持っており、こうあるべきという固定観念から離れ、
色々な意見を積極的に取り入れ変化していく事も大切だと感じました。	
	
もう一点、PTAのHPが一部公開をスタートしました。	
八石小HP	TOP画面のボタンより入る事が可能で現在組織図と役員の仕事内容が公開さ
れてます。	
今後の運用も考え最もシンプルな形をとっております。	
是非一度ご覧になってみて下さい。	

本日校長・教頭ともに不在の為代わりの出席となります。	
校内音楽会をはじめ学校行事へのご協力ありがとうございます。	
これからも活動のほど宜しくお願い致します。	
	



【10月】 8日 次号役割分担の話し合い

25日　 音楽会写真撮影

26日 音楽会・給食試食会写真撮影

《　今後の予定　》

【11月】 中旬 166号仮完成・広報内で校正

校長先生・教頭先生・広報担当先生・各クラス担任の先生へ修正依頼

末 ペース走写真撮影

修正箇所確認・仮刷り依頼

【12月】 中旬 本刷り完成予定

特になし

【9月】 24日 第二回校内美化日

【10月】 18日 花いっぱい活動の花植え

《　今後の予定　》

【12月】 中旬 卒業式用の鉢植えの花の注文

【9月】 18日

27日

【10月】 1日

16日

【11月】 1日

5日

《　今後の予定　》

11日

12日

22日

【12月】 11日

第三回家庭教育学級講演会　企画準備会議参加

脱ワンワードアンケート印刷

脱ワンワードアンケート配布

第四回家庭教育学級講演会　企画準備会議参加

一人一役お手伝いの講演会案内の手紙印刷

広報委員

ベルマーク委員

厚生委員

家庭教育委員

家庭教育学級講演会　出欠締め切り・回収

第五回家庭教育学級講演会　企画準備会議参加

校外・交通安全母の会

脱ワンワードアンケート集計まとめ

家庭教育学級講演会　チラシ印刷

家庭教育学級講演会　チラシ配布

脱ワンワードアンケート印刷

脱ワンワードアンケート結果配布



【9月】 2日 交通安全母の会役員会出席

『親と子の自転車マナー向上運動のお知らせ』 『通学班に関するアンケート』

『通学班名簿作成のためのお願い』の作成

4日 あいさつ運動 配布する手紙の校長先生への校正依頼・承認

7日 配布する手紙の会長さんへの校正依頼・承認

18日 『校外だより』の作成」 『子ども110番の家　協力者名簿』の更新

20日　 『親と子の自転車マナー向上運動のお知らせ』配布

『通学班に関するアンケート』配布

会長さんへ『校外だより』の校正依頼・承認

24日 校長先生へ『校外だより』の校正依頼・承認

30日 『校外だより』配布

【10月】 2日 あいさつ運動

4日 『通学班名簿作成のお願い』配布・回収

『親と子の自転車マナー向上運動　参加者名簿』を市役所へFAX

13・14日 新座快適みらい都市市民まつり安全対策ひろばへの参加※台風で中止

《　今後の予定　》

【11月】 6日 あいさつ運動

18日 交通安全母の会役員会出席

24日 親と子の自転車マナー向上運動への参加

【12月】 4日 あいさつ運動

上旬 冬の交通事故防止運動への参加

中旬 パトロール日誌点検表を地区委員さんへ配布

【9月】 12日 読み聞かせ、装飾活動

19日 読み聞かせ

26日 読み聞かせ

【10月】 24日 読み聞かせ

31日 読み聞かせ、装飾活動

≪今後の予定≫

【11月】 21日 読み聞かせ、装飾活動

【12月】 12日 読み聞かせ

19日 読み聞かせ、装飾活動

【1月】 16日 読み聞かせ、装飾活動

特になし

図書ボランティア

1年～6年、なかよし

3年1組



【10月】 8日 4階、PTA会議室清掃

【9月】 3日 会長会

4日 あいさつ運動

9日 はちこくいきいき広場運営委員会出席

12日 第三回運営委員会

24日 校内美化お手伝い

【10月】 2日 あいさつ運動

17日　 市PTA第二回理事会

23日 第二回ふれ協理事会

26日 校内音楽会受付、給食試食会お手伝い

≪今後の予定≫

【11月】 6日 あいさつ運動

9日 市民文化祭作品展お手伝い受付(陣屋小)

10日 市民文化祭作品展撤収(陣屋小)

27日 南部地区　学校・家庭・地域連携実践発表会

28日　 ペース走記録会

①ペース走について

お手伝いさんの集合時間は8時20分となります。

手伝い内容は駐輪場の誘導・整理と観戦の整備となります。

② クラス費を1クラス1,000円配布しました。

・『活動報告書（提出日：第５回運営委員会)』 と 『クラス費収支報告書（提出日：第６回運営委員会)』 の

提出を学代さんと専門委員さんにお願いしました。

③ 次期役員候補選出を学代さんに依頼しました。

④　運営委員会だよりの校正について

　　今回は、3-1⚫⚫さん　3-2 ⚫⚫さん にお願いいたしました。

執行部

次回、第5回運営委員会は

1月15日水曜日15時からです。



       運営委員会だより

       第255回　令和2年1月15日開催

   八石小PTA　発行日　令和2年1月28日

　会長あいさつ

　　栗原先生あいさつ

活動報告・予定

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。	
	
１点目、各委員さんにお願いです。今後の活動の為にも皆様の委員としての経験を	
情報として活かして下さい。決議が必要なものに関しては執行部宛にメールを頂き、	
次回の運営委員会の議題にご提案下さい。	
次期役員さんへの引継ぎの際にも今回の経験をお伝えください。	
	
２点目、教育シンポジウムが行われます。	
２月１５日９：２０～開会、１１：５０閉会にて市民会館となります。	
ご都合のつく方は是非ご参加下さい。	

本日校長・教頭ともに不在の為代わりの出席となります。	
今月２５日は学校公開日となり、ご協力頂く事もあるかと思いますが宜しくお願いします。	
２点お伝えしたい事がございます。	
１点目、HPに校長トピックスというものがございますが、役員の皆様をはじめ保護者の皆様にも
ご覧頂きたいと思います。	
２点目、本日もそうですが、校長不在の事が多いため来週から校長室前にポストを設置します。	
何かお話したい事、ご相談等ございましたら入れて下さい。	



【11月】 28日 ペース走写真撮影

29日 広報166号仮完成

校長先生・教頭先生・PTA会長へ校正お願い

【12月】 4日 印刷屋へ仮刷り依頼

6日 仮刷り完成

校長先生・教頭先生・PTA会長へ校正お願い

11日 印刷屋へ本刷り依頼

17日 本刷り完成予定

18日 配布準備

19日 広報166号配布

《　今後の予定　》

八石市・二分の一成人式撮影予定

【12月】 10日 第二回ベルマーク回収

11日 第二回ベルマーク回収

16日 第二回ベルマーク回収　２学年のみ

17日 第二回ベルマーク回収　２学年のみ

【12月】 25日 卒業式用の鉢植えの花の注文

《　今後の予定　》

【1月】 24日 PTA会議室掃除

【11月】 5日

11日 脱ワンワードアンケート印刷

12日 脱ワンワードアンケート結果配布

22日 家庭教育学級講演会出欠締め切り・回収

【12月】 11日

【1月】 9日 講演会準備　花束・茶菓子の買い出し

《　今後の予定　》

【1月】 18日 家庭教育学級講演会

【2月】 5日 家庭教育学級会議

【11月】 6日

広報委員

ベルマーク委員

厚生委員

家庭教育委員

家庭教育学級講演会　チラシ配布

第5回家庭教育学級講演会　企画準備会議参加

校外・交通安全母の会

あいさつ運動・運営委員会参加



18日 交通安全母の会役員会への参加

19日 会議室掃除

24日

【12月】 上旬

パトロール点検表・パトロール日誌点検のお願い・班長保護者様へのお願い

令和２年度通学班班長保護者会議のご案内・令和２年度通学班連絡網

班長さんの仕事・地区委員の仕事について・地区委員から班長への連絡網

パトロール日程表

13日 交通安全母の会役員会への参加

【1月】 8日

14日 ミーティング

《　今後の予定　》

【1月】 下旬 校外だより発行

【2月】 5日

17日 班長会議

【3月】 4日

18日 交通安全母の会役員会

【4月】 8日

【11月】 21日 読み聞かせ、装飾活動

【12月】 12日 読み聞かせ

19日 読み聞かせ

≪今後の予定≫

【1月】 16日 読み聞かせ、装飾活動

30日 読み聞かせ

【2月】 13日 読み聞かせ、装飾活動

【3月】 5日 読み聞かせ、装飾活動

【1月】 14日 和菓子作り

【12月】 19日 会計監査

【1月】 アルバム配布

【11月】 6日 会議室掃除

【12月】 18日 会計監査

【11月】 28日 集合写真撮影

【12月】 懇談会　次年度執行部役員選出くじ引き

【12月】 19日 会計監査

あいさつ運動参加

あいさつ運動参加

あいさつ運動参加

あいさつ運動参加・新一年生への配布物の配布

図書ボランティア

自転車講習会は雨の為中止

配布物の作成・確認

4年1組

なかよし

1年1組

2年1組

2年2組

3年2組



特になし

【11月】 6日 あいさつ運動

9日 市民文化祭作品展お手伝い受付(陣屋小)

10日 市民文化祭作品展撤収(陣屋小)

27日 南部地区　学校・家庭・地域連携実践発表会

28日 ペース走記録会

【12月】 3日 ココフレ実行委員会

4日 あいさつ運動

7日 シルバーさん校庭美化活動

11日 来年度役員選出会議

17日 五中　心の声掛け運動

【1月】 7日 八石高齢者いきいき広場管理運営委員会

8日 あいさつ運動

15日 第5回運営委員会

≪今後の予定≫

【1月】 18日 家庭教育学級講演会

22日 教育懇談会

①広報委員　予算に関して

現在の予算9万円→12万へ変更

　※現在の予算だと新年度の先生紹介等が厳しい為

50周年のため減額されていた金額を元に戻しました

②各委員さん・学代さんの活動費は次回運営委員会にて精算

③現在作成中のHPの運用に関して、

今後はHPボランティアという位置づけで行っていく

④地域美化活動に関して

→年2回夏と冬(7月・12月)の第一土曜日に地域の方と共に除草作業等行う

　※お子様と共に参加可能であり、地域の方との交流の場としても良い活動である為

　　本年度多かった運動会・ペース走のお手伝い人数を考慮し、次年度より地域美化活動を

　　はちこくお手伝いに含める

⑤運営委員会だよりの校正について

　　今回は、4-1⚫⚫さん　4-2 ⚫⚫さん にお願いいたしました。

その他学代さん

執行部

次回、第6回運営委員会は

2月14日金曜日15時からです。



       運営委員会だより

       第256回　令和2年2月14日開催

   八石小PTA　発行日　令和2年2月26日

　会長あいさつ

　校長先生あいさつ

早いもので今回の運営委員会が最後となります。	
	
本年度はゆるく楽しいPTAを目標として活動してきました。	
ベルマークに関しては集計を3回から２回へ変更しました。	
カートリッジやテトラパックの回収状況の集計も今後HPにて公開し	
皆様からご意見頂ければと思っております。	
広報に関してはPTAの活動状況の掲載も増やし、今後は学校の活動内容も掲載する形で
動いております。	
	
色々な方々のご協力のお陰で良い方向へ多少改善できたかとおもいます。	
ありがとうございます。	
	
今後もHPボランティアとして活動していきますが、皆様の意見をお聞きし、それに沿った形
で改善していけたらと考えております。一般会員になられても何かございましたら意見を頂
けると嬉しいです。	

新任校長という事で学校を不在にすることが多く申し訳ございませんでした。	
最後にやっと出席でき嬉しく思っております。	
	
学校の活動としましては本日不審者対応避難訓練を行いました。	
警察の方からも色々と現実性を踏まえたアドバイスを頂き、次年度への反省として	
生かしていきたいと考えております。	
	
また学習指導要領の変更に伴い現在動いている状況です。	
外国語に関して、5，6年生は教科化され成績もつき、3，4年生は英会話という形になります。	
大きな変更としましてはプログラミングが導入されます。	
新しい取り組みが多く、教師も新たな学習に追われております。	
そんな中働き方改革という事で、地域の方より多くのご意見を頂いており、八石小学校としては	
日課等の改善を考えております。	
下校時間等の大幅な変更はない予定ですが、決まり次第早めにご報告致します。	
これからも学校側としてできることは協力し、保護者の方々の負担軽減にも努めていければと	
思っております。是非ご意見宜しくお願い致します。	
	
本日お話しました内容も含め色々と学校の活動も更新しておりますので、是非校長トピックスも	
ご覧頂ければと思います。	
	



【1月】 25日 八石市写真撮影

広報誌167号印刷業者へ先払い

28日 広報誌167号編集打ち合わせ・校正編集・卒業特集の素材検討

31日 広報キャビネット整理

《　今後の予定　》

【2月】 19日 四年生 1/2 成人式写真撮影

28日 六年生卒業発表会写真撮影

【3月】 初め 仮印刷　先生方・PTA会長仮刷り校正チェック・修正再校正等

9日 本刷り印刷依頼

19日 広報誌167号　各クラス・教職員の皆様・市役所・市内小中学校へ配布

下旬 引継ぎ資料作成

【4月】 初旬 教職員の写真撮影

【2月】 上旬 ベルマークだより発行

【1月】 24日 PTA会議室掃除

卒業式用の花の代金支払い

3学期校内美化お手伝いの手紙作成

【2月】 3日までに 3学期校内美化お手伝いの手紙を校長先生に確認

4日 3学期校内美化お手伝いの手紙印刷

5日 3学期校内美化お手伝いの方へ手紙配布

《　今後の予定　》

【3月】 9日 第二回学校保健委員会への出席

10日 校内美化日・プランターへの花植え

【1月】 18日

【2月】 5日

【1月】 8日

14日 ミーティング

21～22日

22日 校長先生とPTA会長へ校正依頼・PTA会長承認

24～25日班長会議出席届回収

25日 班長会議出席届未提出が多いため、スクールメール送信依頼

27 日 スクールメール送信

【2月】 5日

活動報告・予定

広報委員

ベルマーク委員

厚生委員

家庭教育委員

家庭教育学級講演会

家庭教育学級会議

校外委員会

あいさつ運動

校外だより作成

あいさつ運動

	



《　今後の予定　》

【2月】 17日 班長会議

2月中

【3月】 4日

18日 交通安全母の会役員会

【4月】 8日

9日 あいさつ運動

【1月】 16日 読み聞かせ・装飾活動

30日 読み聞かせ

【2月】 13日 読み聞かせ・装飾活動

≪今後の予定≫

【3月】 5日 読み聞かせ・装飾活動

【1月】 25日 八石市にてクラス写真撮影

【1月】 8日 メッセージカードお願いの手紙配布

25日 回収

【1月】 24日 運営委員会だよりの校正

25日 メッセージカード配布

特になし

【1月】 7日 八石高齢者いきいき広場管理運営委員会

8日 あいさつ運動

15日 第5回運営委員会

18日 家庭教育学級講演会

22日 教育懇談会

【2月】 1日 県PTA研究会

5日 あいさつ運動

7日 新入生保護者説明会

13日 市PTA 第5回理事会・会長会

14日 第6回運営委員会

≪今後の予定≫

【2月】 15日 新座市教育シンポジウム

18日 ふれ協理事会

【3月】 4日 あいさつ運動

9日 第2回学校保健委員会

10日 校内美化活動

13日 第5中学校卒業式

24日 八石小学校卒業式

3月中 給食監査・ふれ協理事会

その他学代さん

執行部

校外だより発行

あいさつ運動

新一年生への配布物の配布

図書ボランティア

3年1組

3年2組

4年2組



①新執行部役員紹介

4月の定期総会にて会員の皆様から承認を得た後、執行部役員の活動が開始致します。

宜しくお願い致します。

《会長》 ⚫⚫(1-1)

《副会長》⚫⚫(1-2)/⚫⚫子(5-2/2-1)/⚫⚫(2-2)

《書記》 ⚫⚫(3-1/1-2)/⚫⚫(3-2)

《会計》 ⚫⚫(1-1)/⚫⚫(1-2)

《補欠》 ⚫⚫(6-2/4-1)

②次年度の活動予算案

基本的には昨年同様

広報委員に関しては3万円アップとしております。

③卒業生の腕章回収について

下のご兄弟がいない卒業生は腕章を回収致します。

紛失された方は1000円お支払い頂きます。

④定期総会お手伝い

学代さん1名・専門委員さん2名　各クラス新旧3名ずつお手伝い依頼予定

⑤はちこくお手伝い

地域美化活動を含め4月上旬にアンケート発行予定

⑥定期総会の際の会則配布に関して

　会則をHPに掲載を始めた為、次回総会より変更部分のみ印刷・配布

　※会則がHP掲載の旨と万が一ご覧になれない方には印刷物の配布が可能な旨明記

⑦執行部選出の際の免除対象者に関して

次期執行部選出の際より『5年生のお子様が末っ子または一人っ子である』

という条件を加えます

※理由としては引継ぎの際に既に卒業してしまう為

　　(　詳細に関しては検討事項等ございますので決まり次第ご報告致します　)

⑧運営委員会だよりの校正について

　　今回は、5-1 ⚫⚫さん　5-2 ⚫⚫さん にお願いいたしました。

一年間PTA活動にご協力いただきありがとうございました

執行部一同


