
 

 

ＰＴＡ会員の皆様  

入間市立藤沢東小学校  

ＰＴＡ会長 人見 能義   

                        

理事会だより －No.３－ 
～第３回 理事会 （１１月２６日開催）報告～ 

 

  

日頃より PTA 活動にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。 

このお便りでは１１月２６日(土)に開催した藤沢東小学校ＰＴＡ理事会の内容をお

伝えします。 

 

  

 学校より  

・３学期の諸連絡 

 （１） 学校公開日 

     日時   令和５年１月２１日（土） 

     ※詳細は学校からの手紙でお知らせします。 

 

 （２） 入学説明会 

     日時   令和５年２月３日（金）１３：３０ 

     参加者  会長（あいさつ） 

          副会長（PTA の説明） 

          校外生活部（受付時に通学班編成用紙を回収） 

     ※来年度入学予定児童 ６４名（１１月２６日現在） 

 

 （３） 授業参観・保護者会 

     日時   令和５年２月２１日（火）５校時  ４・５年 

              ２月２２日（水）５校時  １・３年・つくし 

              ２月２４日（金）５校時  ２・６年 

     ※詳細は学校からの手紙でお知らせします。 

 

 （４） 卒業証書授与式 

     日時   令和５年３月２３日（木） 

     場所   体育館 

     ※詳細は学校からの手紙でお知らせします。 

 



 

 

・その他 

   ・毎日の健康観察へのご協力ありがとうございます。 

 

   ・コロナウイルス感染症の状況により、行事等変更がある可能性があります。

学校からの連絡をよく読み、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

   ・来年度への引き継ぎの準備をお願いします。 

 

 

協議  

 

・２学期活動報告及び３学期活動計画の承認 

（別紙をご参照ください。） 

 

・中間監査報告 

 令和4年度入間市立藤沢東小学校徴収会計における執行状況について監査した

ところ、会計処理の手続きは適正であり、通帳・諸帳簿及び領収書に関して正確

に処理・管理されていた事を報告しました。 

監査執行日 令和４年 11 月 5 日 

 

・なかよし運動会の反省・改善点等  

 役員の皆様からいただいたご意見を掲載させていただきます。（順不同） 

 

・清掃に関するプリントの配付がありましたが、委員長だけでなく委員全員に

配付してほしい。 

・競技の進行に合わせて清掃の集合時間を変更してしまったため、学年委員は

当該学年競技を見られるようにしてほしい。 

・トイレのゴミ袋の場所がわからず取り替えられなかった。 

・各家庭の参加は２人に制限されていたが、３人で参加したり他校の人が参加

しているケースが見受けられた。 

・競技と競技の区切りや出場者がわかりづらく、アナウンスを工夫するとよい。 

・全学年参加の運動会は迫力があり良かったが、撮影の場所とりについては、

もう少し譲り合いの気持ちを持てると良かった。 

・役員同士で協力し合い、思っていたよりも短時間で役割を行うことができた。 

・一番最後の時間のトイレ清掃で、ゴミ箱の段ボールもまとめて片付けるかど

うか役員内で迷ったが、最終的に中身のみ収集とした。 

・再入場の人が多かった。 

 



 

 

・運動会終了後の片付けの手順など事前にお知らせいただいたら、もっと動け

たのではないか。 

 

※いただいたご意見を来年度にいかせるように、学校側とも協議し、引き継い

でまいります。 

 

 

・美化奉仕活動の反省・改善点等 

 役員の皆様からいただいたご意見を掲載させていただきます。（順不同） 

 

・事前に掃除手順を共有したかった。 

・前日に小便器の蓋を薬剤に漬けてあったのが良かった。 

・ホースがなかった。 

・排水口がつまっていた。 

・つまりが酷く、業者に頼んでもいいのではないか。 

・困ったときに誰に聞いたらいいかわからなかった。 

・用具が揃っていなかったので、予算があれば十分に補充を。 

・靴カバーがあったのが良かった。 

・秋の開催で良かった。 

・掃除時間が足りなかった。 

・学期ごとに清掃したらいいのではないか。 

・換気扇の埃を取るために脚立があるとよい。 

・手洗い石鹸がなかった。 

・サニタリーボックスが汚れたり、破損している。 

・入口のスロープのマットの劣化が気になる。 

・倉庫の整理は、力仕事なので男性の手が必要だった。 

・指示がわかりづらかった。 

 

※いただいたご意見を来年度にいかせるように、学校側とも協議し、引き継い

でまいります。 

 

 

・活動費の精算について 

日時  教養部    …令和 5 年 2 月 22 日（水）10 時 00 分 から 

校外生活部  …令和 5 年 2 月 22 日（水）10 時 15 分 から 
広報部    …令和 5 年 3 月 22 日（水）10 時 00 分 から 

場所  3 階 PTA会議室 



  

 

連絡事項  

 

次回の理事会について  

第４回理事会は ２月２５日(土)１０時より 多目的室にて開催予定です。  

 

 



藤沢東小学校ＰＴＡ　令和４年度２学期活動報告

日　程 活　動　予　定 予　算

8/31 ・上藤沢中学校区市内一斉青少年健全育成あいさつ運動参加

本
　
　
　
部

9/1 ・藤沢中学校区市内一斉青少年健全育成あいさつ運動参加≪開催なし≫

9/17 ・藤沢中学校区青少年健全育会不老川除草作業

9/22 ・入間市PTA連合会単位会長会議出席

9/25 ・なかよし運動会協力

10/12 ・市内体育祭協力

10/28 ・小中合同あいさつ運動

11/5 ・東っ子まつり≪開催中止≫

11/5 ・美化奉仕活動 9,877

11/9 ・東っ子フェスティバル視察

11/25 ・PTA連合会役員研修会参加

11/26 ・第３回理事会開催

10/7 ・上藤沢中学校区健全育成推進会常任理事会出席

10/8、12/10 ・藤沢中学校区青少年健全育成推進会常任理事会出席

12/9 ・APOC（藤沢地域・東藤沢地域）合同防犯パトロール参加

12/10 ・藤沢中学校区青少年健全育成推進会冬季パトロール参加

11/27 ・わんぱく相撲協力≪PTA参加及び手伝いなし≫

11月予定 ・青少年健全育成推進会「地域の集い」参加≪2月下旬開催予定≫

・消耗品・文具等の支出

2学期本部活動費計 9,877

教
 

養
 

部

9/25 ・なかよし運動会協力

9/29 ・入間市人権啓発講座参加

10/12 ・市内体育祭協力

10/15 ・家庭教育学級 校長先生による講演会 3,000

11/5 ・美化奉仕活動協力

11/26 ・第３回理事会出席

2学期教養部活動費計 3,000

校
外
生
活
部

9/25 ・なかよし運動会協力

10/5 ・通学路の危険箇所の集計報告

10/12 ・市内体育祭協力

11/5 ・美化奉仕活動協力

11/26 ・第３回理事会出席

・部会２回

2学期校外生活部活動費計 0

広
 

報
 

部

9/25 ・なかよし運動会協力

10/12 ・市内体育祭協力

11/5 ・美化奉仕活動協力

11/26 ・第３回理事会出席

・広報誌「ふじさわ東」の作成、取材、発行、配布

・部会４回

2学期広報部活動費計 0

学
 

年
 

委
 

員

１年
・その他活動予定なし

２年
・その他活動予定なし

３年
＜学年委員共通予定＞ ・その他活動予定なし

・9/24 なかよし運動会協力　

４年
・10/12 市内体育祭協力 ・その他活動予定なし

・11/5 美化奉仕活動協力

５年
・11/26 第３回理事会出席 ・その他活動予定なし

６年
・その他活動予定なし

2学期学年委員活動費計 0

2学期活動費合計 12,877



藤沢東小学校ＰＴＡ　令和４年度３学期活動予定表

日　程 活　動　予　定 予　算

本
　
　
　
部

1/27 ・上藤沢中学校区市内一斉青少年健全育成あいさつ運動参加

2/3 ・新入生保護者会出席

2/6 ・PTA安全互助会共済等説明会

2/14 ・学校げんき委員会出席

2/25 ・第4回理事会開催

3/3 ・６年生を送る会視察、学校評議員会出席

3/23 ・卒業証書授与式出席

1月中 ・新本部役員顔合わせ主催

2月下旬 ・上藤沢中学校区青少年健全育成推進会「地域の集い」参加

3月中 ・入間市PTA連合会会議出席

3月中 ・藤沢中学校区青少年健全育成推進会常任理事会出席

・消耗品・文具等の支出

0

教
 

養
 

部

1月末～2月初旬 ・PTA家庭教育学級　学習相談会・合同閉講式

2/14 ・学校げんき委員会

2/25 ・第４回理事会出席

3学期教養部活動費予算計 0

校
外
生
活
部

・来年度通学班の見直し

・次期班代表、校外生活部員の選出

・立哨当番の日程決め

2/25 ・第４回理事会出席

・部会３回

3学期校外生活部活動費予算計 0

広
報
部

・広報誌「ふじさわ東」作成、取材、発行、配布 80,000

2/25 ・第４回理事会出席

・部会４回

3学期広報部活動費予算計 80,000

学
 

年
 

委
 

員

１年
・その他活動予定なし

２年
・その他活動予定なし

３年
＜学年委員共通予定＞ ・その他活動予定なし

・2/14 学校げんき委員会出席

４年
・2/25 第4回理事会出席 ・その他活動予定なし

５年
・その他活動予定なし

６年
・その他活動予定なし

3学期学年委員活動費予算計 0

3学期活動費予算合計 80,000


