
 【2021年度第１回実⾏委員会報告】 
 ⽇時：12⽉4⽇（⼟）14:15〜 於：柳町⼩学校図書室 

 １．瀬尾会⻑より 
  こんにちは、PTA会⻑の瀬尾です。こうやって図書室に集まるのも久しぶりですね。前回は、確か2年度前の3学 
 期はもうコロナでしたので2年前の12⽉だったかと思います。ひょっとしたらお会いするのは初めての⽅もいらっ 
 しゃるかもしれません。ご⾜労いただきありがとうございます。また、これまでオンラインでの活動をありがと 
 うございました。 
  さて、ようやくコロナが明けてきて皆様にも⽇常が戻ってきつつあると思います。その⼀⽅で、リモートワーク 
 を継続されていたり会⾷は開かれないままであったりもすることもあるでしょう。⼦供達につきましても、そろ 
 そろ放課後におうちに⼦供達が集まって遊ぶと⾔うことも徐々に出来ていたりするのではないのかと思います。 
 ⼀⽅、学校の⽅はまだまだ普段通りと⾔うことにはなっておりません。詳細は⼩池校⻑先⽣に譲るといたしまし 
 て、教育委員会の⽅からもまだまだ感染対策をと⾔われおります。そのためにもPTA活動の⽅も引き続き感染対策 
 に留意しつつ⾏っていくこととなっております。 
  このように制限された状況下ではありましたが、今年は柳町⼩学校の120周年がありまして各種⾏事にもみなさ 
 まのご協⼒をいただきましたことを感謝します。9⽉末のバルーンリリース、周年記念集会ですね。こちらは今年 
 のPTA活動で始めて直接⼦供達の笑顔が⾒られる⾏事でありました。うれしいことに天気も良く⾵も穏やかで絶好 
 のバルーン⽇和でした。校庭で⼦供達が賑やかによろこびはしゃぐのを⾒て、PTAをやっていてよかったとグッと 
 きました。余談ですが、業者の⽅によりますと、柳町の⼦供達はたいへんよく⾔うことを聞いていて、フライン 
 グ……うっかり途中でバルーンを⾶ばしてしまう⼦がとても少なかったとのことです。みんなが⼀⻫に⼿を離す 
 と、すっと⾶んでいくバルーンも、なかなか学校の網を越えられないバルーンもあり、⼦供達が⾶ばないバルー 
 ンを応援したり楽しかったですね。あのバルーンには⼀つ⼀つ⼦供達の直筆のメッセージと⼀緒に学校HPのQR 
 コードが付けられていまして、どこかで拾ってくださる⽅からのお便りがあるかもしれません。 
  それから、堅苦し……公的な⽅の120周年⾏事ですね。この⽇も良く晴れて暖かく素晴らしい⼀⽇でした。コロ 
 ナ明けの穏やかな⽇常を予感させます。こちらは5年⽣と6年⽣が、それぞれに参加されました。アトラクション 
 はおなじみのソーラン節とフラッグですね。皆様、運動会のときよりずっとうまくなっていたと思います。繰り 
 返しまして、ご協⼒いただきました保護者の⽅々には感謝申し上げます。こちらは、懇親会もなく簡素に⼦供達 
 を中⼼に済ませられましてので却って良かったのかもしれません。やはり、6年⽣はずいぶん緊張されたようでし 
 て、みなさん、ビシッとかっこよく式に臨まれていました。柳町⼩の歴史の紹介もよどみなく、彼ら彼⼥らは⾃ 
 信を持って中学に進学できることと思います。また、校内の飾り付け、ご覧になった保護者も多いと思いますが 
 それぞれの学年毎に特⾊が出ていて微笑ましいものです。 
  周年実⾏委員会の⽅ではあともう少しだけ後始末が残っていますが、保護者の皆様のご協⼒ありがとうござい 
 ました。 
  これからは、実際に対⾯するイベントも少しずつ開催できると思います。取りいそぎ、3⽉にはストラックアウ 
 トフェスタを⻘少健の⽅で企画準備しておるようです。こちらの詳細はまだまだ未定ですが、恒例のストラック 
 アウトといくつかの種⽬を校庭で場所を区切ってやろうという計画のようです。周辺校の児童も参加する地域の 
 ⾏事ですが、実施の折には保護者の皆様のお⼿伝いをお願いすることになると思います。それまで次の波が来な 
 いことを祈っております。 
  また、学年活動も終わった学年もあれば、これからの学年もあります。⼯作系の⾃宅で作って成果を学校に 
 持ってくるタイプの活動はコロナ下でも安⼼して出来るとして、P連の⽅でも評価されおり他の学校でも検討がな 
 されているようです。ありがとうございます。また、これからの学年ですが、状況は刻々と変わっていっておりま 
 すが、⼦供達の笑顔のためにもできるだけ可能なことは⼯夫してやっていきたいと思っておりますので、この後 
 にでもご相談させてください。⼀⾒無理そうなことでもちょっとしたことで出来るようになったりもしますので 
 頑張りましょう。 
  さて、もう⼀つ、事務的なことになりますが年明けからゆうちょ銀⾏で、硬貨が下ろせなくなります。まぁ、下 
 ろせはするのですが⼿数料がかかるようになります。そこでPTAの会計⼿続きの⽅も⾒直しを考えていますので、 
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 このあとご相談させてください。銀⾏⼝座やネット振り込みなどうまく活⽤して無駄を出さないように頑張りた 
 いと思います。 
  それでは、今年度のPTA活動もあとは3学期を残すのみとなりましたが、3学期のPTA活動は来年に向けて、コロ 
 ナ禍が明けてこれまでと形の違った⾏事の開催、PTAの運営を模索していく期間になると思います。もう間もなく 
 卒業を迎える保護者の⽅々もこれからまだまだ何年も在籍される予定の保護者の皆様も引き続きどうぞよろしく 
 お願いたします。 

 ２．⼩池校⻑先⽣より 
  コロナ禍の影響もあり、最近は、録画映像の形で皆様とお話しすることがほとんどで、本⽇このように対⾯に 
 てPTA役員の皆様とお話をさせていただくのは本当に久しぶりです。⽇頃より本校の教育活動にご理解‧ご協⼒を 
 いただきありがとうございます。 
 今、瀬尾会⻑様からお話があったとおり、９⽉末に緊急事態宣⾔は解除されました。これまでも、区からの⽅針 
 が出る折に、保護者の皆様にも学校からお知らせをしておりますが、基本的な感染対策である検温、健康チェッ 
 クカード、⼿洗いの徹底、それから放課後の要所の消毒などはまだ継続しております。また、給⾷は区の⽅針に 
 より、現在も黙⾷で同⽅向を向いて⾷べております。⼦供たちも黙⾷の⼤切さをよく理解してくれており、本当に 
 静かに⾷べています。 
  宣⾔の解除により制限が少し緩やかになったものとしては、⾳楽があります。歌、リコーダー、鍵盤ハーモニ 
 カなどは、対策を講じた上で学習することが可能となっております。例えば、マスクをしたまま歌う、間隔を空 
 けて、同じ向きを向いて演奏する、などです。リコーダーは、換気がよいということで屋上を活⽤し、⾳に配慮 
 して校庭側を向いて練習するなどの⼯夫をしております。また、家庭科の調理実習もその⼀つです。こちらも、⼈ 
 数を制限したり、道具の共有をできるだけ避けたりという⼯夫により学習が可能となっております。状況が穏や 
 かな現在の内にできる学習活動を⾏っていきたいと考えております。しかし、今後の状況はどう変わるか分かり 
 ません。引き続きお⼦様の健康管理を学校でもきちんとさせていただきながら、教育活動を続けていきたいと 
 思っております。 
  先⽇の120周年記念式典は、おかげさまで無事に終了することができました。地域や保護者の皆様のお⼒添えを 
 いただきましたことにあらためて感謝申し上げます。リハーサルの⽇はやや寒く、５、６年⽣のアトラクション 
 が気がかりでしたが、当⽇は天気も応援してくれて暖かい⽇となり、アトラクションでは精⼀杯表現してくれま 
 した。また、６年⽣は体育館で、５年⽣はオンラインで教室から式典にも参加いたしましたが、⼤変⽴派な態度 
 で、ご来賓の⽅からも⼤変あたたかいお⾔葉を頂戴したところです。 
 周年⾏事というのは１０年に１回なので、120年という⻑い歴史の中でこれを経験している年というのは、当然の 
 ことながら12回しかありません。このような節⽬の年に⼦供たちがそれを体験できたということは、コロナ禍で 
 ⾏事などがなかなか充実して⾏うことができない中、本当によかったと思っております。これから年度末に向け 
 て学校は教育活動をすすめてまいりますが、保護者‧地域の皆様にこれからもお⼒添えをいただきながら、少し 
 でも充実したものになるよう頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ３．各部‧各学級‧本部の活動報告 （各担当役員‧学級委員より報告） 

 【⽂化部】  《交通安全ポスター》 
 ‧7/5 ポスター募集のお知らせ お⼿紙とミマモルメ配信、夏休み前に画⽤紙 
 配布 
 ‧10/6、11、 ラミネート加⼯作業 
 ‧10/11 ポスター掲⽰作業 
 《上履きリサイクル》 
 ‧7/1 上履きリサイクルのお願いミマモルメ配信 
 《ベルマーク》 
 ‧7/21 ウェブベルマークのご案内HP掲載 

 【健康教育部】  ‧全校⽣徒宛に⻭ブラシ配布の⼿配 10⽉に完了 
 ‧11/29 B地区学校保健会協議会は動画配信へ 

 【広報部】  広報誌『やなぎ173号』に向け、内容を随時検討 
 【推薦委員会】  ‧10⽉ 推薦票（Googleフォーム）作成‧ミマモルメで配信。推薦票集計 
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 ‧11⽉ 推薦票に基づき、⽴候補者‧被推薦者へミマモルメ送付し意向確認し、来 
 年度役員候補者選定 

 【地域活動部】  特に無し（盆踊り、礫川マラソン、⽂の京こどもまつり等、地域のイベントは中 
 ⽌） 

 【卒業対策】  《会計》 
 ‧7/26 卒対費⽤振込み依頼とお知らせを配信（8⽉〜10⽉⼊⾦確認） 
 《アルバム》 
 ‧9/14 学校とのスケジュール打ち合わせを実施 
 ‧10/30 アルバム構成（表紙、台割等）の打ち合わせを実施 
 ‧11/14 低学年ページの写真選定を開始 
 《感謝の会》 
 ‧11/20 役割決め‧会の⽅向性についての打ち合わせを実施 
 《全体》  
 ‧11/21 記念品等の選定を開始 

 【学年活動】 
 1年⽣  ‧学年活動での移動動物園、ポニー乗⾺、餌やり体験の企画 

 2年⽣  ‧活動なし (学年活動の案を複数出し、学校側に確認中) 

 3年⽣  ‧10/16(⼟）＜⼟曜公開授業⽇＞、「アーテック サイクロン 

 クリーナー組み⽴てキット（ペットボトルで作るハンディ掃除 

 機のキット）」を配布済。別途メールにて組み⽴て⽅を記載した 

 サイトをご案内し、各⾃⾃宅でサイクロンクリーナーを作成。 

 余った予算で鉛筆‧消しゴムを配布。 

 4年⽣  ‧11/13(⼟) ⼆分の⼀成⼈式 PTA企画の内容決定 

 ‧11.21(⽇) ミマモルメにて保護者に協⼒依頼メール発信依頼 

 5年⽣  活動なし 

 6年⽣  ‧卒業対策 

 【本 部】  PTA関係  7/8    学校運営連絡協議会 
 9/4  やなぎっこ⽂庫搬⼊ 
 9/30  120周年記念集会 
 10/16 公開授業受付 
 10/23 周年準備実⾏委員会 
 11/15 給⾷運営協議会 
 11/20 120周年記念式典 

 ⼩P連  10/5 会⻑会 
 10/20 区政懇談会 
 11/26 副会⻑会(オンライン) 

 ⻘少健関係  10/19 ⻘少健定例会議 
 11/16 ⻘少健定例会議 

    

 ４.今後の予定  （各担当役員‧学級委員より報告） 

 【⽂化部】  《交通安全ポスター》12⽉ 参加賞配布、2⽉末 ポスター撤去後児童へ返却。 
 《上履きリサイクル》3⽉ 回収予定 

 【健康教育部】  ‧特になし 

 【広報部】  広報誌『やなぎ173号』に掲載予定の記事を随時取材。3⽉発⾏予定 

 【推薦委員会】  ‧推薦票に基づき、⽴候補者‧被推薦者へミマモルメ送付し意向確認し、来年度本 
 部役員候補者選定 

 3 



 ‧年度末の全体委員会で来年度本部役員を審議‧確定 

 【地域活動部】  3/13 Rekisenストラックアウト‧フェスタ 

 【卒業対策】  引き続きアルバム‧感謝の会‧卒業記念品等準備 

 【学年活動】 
 1年⽣  ‧ポニー乗⾺、餌やり体験開催を⼀⽉に予定 

  児童数に基づき最終⾒積もり、企画書を本部に提出予定 

 ‧企画内容詳細を配信予定、同時にその他親御さんからの要望を 

 ヒアリング予定 

 2年⽣  ‧学年活動の内容が決まり次第、開催⽇程を確定し、実⾏する。 

 3年⽣  特になし 

 4年⽣  ‧  ⼆  分  の  ⼀  成  ⼈  式  PTA  企  画  「メッ  セー  ジ  動  画」  作  成  の  た  め  の  デー 

 タ収集 

 ‧「メッセージ動画」作成 

 ‧記念品⼿配 

 ‧開催⽇程は未決定（今後学校と調整） 

 5年⽣  調整中 

 6年⽣  ‧卒業対策 

 【本 部】  PTA関係  12/25 周年準備実⾏委員会 
 12/16、2/22 学校運営連絡協議会  

 ⼩P連  12/7 会⻑会 

 ⻘少健関係  1/18 ⻘少健定例会議 

    

 ５．精算⽅法の変更について（会計：佐藤より報告） 

 ●  ゆうちょ銀⾏は来年1⽉17⽇より、ATM硬貨引出⼿数料（1回110円）が新設されるため、現⾦精算 

 を基本的に廃⽌し、３学期以降は原則振込精算とします。 

 ●  ゆうちょ銀⾏は⽉５回まで⼿数料無料の振込回数制限（６回以上は有料）があるため、精算におい 

 て三井住友銀⾏も併⽤します（三井住友は同⼀銀⾏内は回数無制限で振込⼿数料無料）。 

 ●  領収書に振込先⼝座番号の記⼊欄を追加しますので、精算の際に記⼊をお願いします。 

 ●  三井住友銀⾏に⼝座をお持ちの⽅は、振込先として三井住友銀⾏の⼝座を指定してください  。お持 

 ちでない⽅は、ゆうちょ銀⾏を指定してください。 

 【現在の精算の流れ】 

  ① 委員会の１〜２週間前にGoogle精算フォーム⼊⼒ 

  ② 委員会時にPTA領収書提出 

  ③ 委員会時に現⾦お渡し 

 【３学期以降の精算の流れ】 

  ① 委員会の１〜２週間前にGoogle精算フォーム⼊⼒ 

  ② 委員会時にPTA領収書提出 

  ③ 委員会後、数⽇以内に指定頂いた⼝座に振込み 
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 ６．【地域学校協働本部】児童の通学路危険箇所点検（地域学校協働本部‧PTA参与： ⽯川より） 

 ●  10/21 教育委員会‧⽂京区⼟⽊課‧富坂警察の⽅と児童の通学路の危険箇所について点検を実施し 

 ています。確認した危険箇所‧課題‧点検結果について記載します。 

 ●  その他、危険に感じている箇所がありましたら、ご報告をお願いいたします。 

 ●  地域学校協働本部では、引き続き児童の安全のためにスクールガード活動を実施して参りますの 

 で、保護者の皆様もクラス当番⾒守りへのご協⼒を宜しくお願いいたします。 

 危険箇所の位置  課題  教育委員会‧警察との点検結果 

 1  ⼩⽯川１−２４‧千川通り 
 につながる細道 

 路地であるが裏道として利⽤ 
 する⾞が多い。ガードレール 
 なし 

 薄くなっている⽩線、道路標識を 
 塗り直す。 

 2  ⼩⽯川１−２４、３−３ 
 ０‧⼋千代町公園前の信 
 号 

 利⽤する児童が多く横断歩道 
 待ちの児童が道にあふれてし 
 まう。児童や⼤⼈の信号ふ無 
 視や斜め横断の報告あり 

 登校時間帯の歩⾏者⽤信号につい 
 て、⻘の時間を⻑くする⽅向で検討 

 3  ⼩⽯川３−２３‧慈照院脇 
  住宅街の中の坂道 

 ⼯事中で⼤型⾞が多数通った 
 り駐⾞している 

 ⼯事業⾞に、登校時間帯に⼤型⾞ 
 の出⼊りを控えてもらうよう要請 

 4  ⼩⽯川１−２８‧⽩⼭通り 
 につながる脇道 

 ガードレールなく、⾞の往来 
 が多く、スピードを出して通 
 る 

 ガードレールは設置困難。電柱に 
 注意書きを掲⽰することで対応 

 5  ⼩⽯川４−１１‧慈照院脇 
  住宅街の中の坂道 

 道の両側に多くの⾞が停まっ 
 ている。歩道の⽩線内を歩け 
 ない 

 ⽩線を塗り直す。グリーンゾーンに 
 するかを検討する 

 6  ⼩⽯川１−１３‧柳町仲通 
 り商店街⼊り⼝ 

 ⼈や⾃転⾞の往来が多い。出 
 会いがしらにぶつかる可能性 
 が⾼い。過去にぱぱす隣の商 
 店会⼊り⼝で事故あり。 

 商店街内は、警察の取り締まりが 
 できない。 
 地域学校協働本部‧PTAから、商店 
 街の責任者‧町会に、⾃転⾞の不 
 法駐輪、乗⾞したままの⾃転⾞乗 
 り⼊れについて、対応を依頼する 

 ７．【地域学校協働本部】学校活動⽀援ボランティア（地域学校協働本部‧PTA顧問：⽯澤より） 

 ●  地域学校協働本部の学校活動⽀援ボランティアにご協⼒いただきありがとうございます。今年度の 

 活動実績と今後の予定についてご報告いたします。地域学校協働本部は、学校の依頼に基づき、学 

 校⽀援活動を⾏っております。本活動は円滑な授業運営と⼦どもたちの充実した学習活動に繋がっ 

 ていると思います。可能な⽅は引き続きご協⼒を宜しくお願いいたします。 

 ⽇付  内容  学年  ⼈数  活動内容 

 1  5/29  運動会（表現発表 
 会） 

 全学年  18名  運動会の保護者受付‧誘導、校内⾒回り 

 2  9/30  120周年児童集会  全学年  36名  バルーンリリースのためのバルーン作成‧児童へ 
 の受渡しの補助 
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 3  11/20  120周年記念式典  全学年  28名  記念式典受付、来賓誘導‧控室対応、保護者誘導 

 4  10/16  ⼟曜授業公開  全学年  8名  授業公開の受付 

 5  11/4  授業⽀援「交通安 
 全教室」 

 ３年  5名  富坂警察署の⽅から⾃転⾞による安全な⾛⾏の仕 
 ⽅、安全信号のわたり⽅を学ぶ活動において、児 
 童の活動の補助 

 6  11/15  授業⽀援「町たん 
 けん」 

 ２年  10名  学校周辺の店舗や施設に１グループ６〜８⼈の児 
 童とともに訪問し、児童の安全管理とインタ 
 ビュー等の学習サポートを実施 

 7  12/9  授業⽀援「地域清 
 掃」 

 ３‧４ 
 年 

 8名  クラスごとにグループになり、⼩学校周辺歩道、 
 千川通り沿いの歩道、近隣公園などの清掃活動を 
 実施するサポート‧安全上の⾒守り 

 8  12/14  授業⽀援「くらし 
 のうつりかわり」 
 まゆ⽟つくり 

 3年  8名  クラスごとにグループになり、まゆ⽟つくりを⾏ 
 う際、おもちの準備と児童の活動の補助 

 9  1/29  ⼟曜授業公開  全学年  8名  授業公開の受付 

 10  2/19  ⾳楽会  全学年  検討中  検討中 

 ８．【地域学校協働本部】こどもひろばボランティア（地域学校協働本部‧PTA参与：岩城より） 

 ●  ⼟⽇の校庭開放（こどもひろば）の⾒守りボランティアを募集しております。可能な⽅はご協⼒を 

 お願いします。尚、本ボランティアについては、謝礼⾦（１時間1,000円程度）が⽂京区より⽀払わ 

 れます（謝礼の辞退も可能です。）。 

   【柳っこ応援団】ボランティア応募フォーム  

     https://forms.gle/DRd62a8RHXWHxgx58 
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