
 

 

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.４－ 
～第４回 理事会 （２月２５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２月２５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  

 

・連絡事項 

PTA 会費で購入したもの 

・新１年生名札、卒業式・入学式鉢花、横断旗、修学旅行補助、宿泊学習補 

 助など 

 

・各種行事 

 （１） 令和４年度 卒業証書授与式 

     日時   令和５年３月２３日（木） 

     場所   藤沢東小体育館 

     参加者  ６年生保護者、PTA 会長 

 

 （２） 令和５年度 入学式 

     日時   令和５年４月１０日（月） 

     場所   藤沢東小体育館 

     参加者  １年生保護者、PTA 会長 

      ※５・６年生の児童は入学式に参加しません。 

      ※午前中は運動場では遊べません。 

 

 （３） 令和５年度 PTA 総会（書面決議） 

     ♦令和５年度 PTA 引き継ぎ会 

      日時   令和５年４月２９日（土） 

      場所   藤沢東小体育館 

  



 

     ♦令和５年度 第１回 PTA 理事会 

      日時   令和５年５月１２日（金）（PTA 会費集金） 

      場所   藤沢東小多目的室 

 

 

・その他 

   ・春休みについて 

    ３月３０日（木）、３１日（金）、４月３日（月）の来校はご遠慮ください。 

    ※上記以外の日も職員室への入室はご遠慮ください。 

 

   ・来年度の東っ子まつりについて 

    １１月４日（土）の予定です。 

 

   ・春休みの生活・新学期に向けて 

    ●命を大切に。 

    ●家庭学習をする習慣をつけましょう。 

    ●体をたくさん動かしましょう。 

 

 

協議  

 

・３学期活動報告 

（別紙をご参照ください。） 

 

・新役員選出について 

 前年度同様、役員選出は書面にて行います。 

 ４月２９日（土） １０時～１１時半 顔合わせ・引き継ぎ 体育館にて 

 ５月１２日（金） ９時～      第１回理事会出席  多目的室にて 

 

 ・委員長、副委員長、書記、会計を決定し、引き継ぎを行ってください。 

 ・新校外部は２月中旬に決定し、3 月に引き継ぎ予定の為、理事会のみ参加。 

 

・令和５年度定期総会について 

 前年度同様、定期総会は書面表決にて行います。 

 

・令和 5 年度選考委員について 

 現本部役員（令和４年度本部）が令和6年度本部役員の選考委員を担います。 



 

・令和 5 年度予算について 

 令和 5 年度予算は学校との協議の結果、以下の通りに決まりました。 

  教育整備費・児童福祉費  ２４０，０００円 

  本部費                         ７０，０００円 

 

 

 

令和４年度役員 １年間をふりかえって 

 

１学年 

コロナ禍で中止となった行事もありましたが、1 年間難なく役員を終えられてホ

ッとしています。普段見られない校内や子供たちの学校生活を知れる良い機会とな

りました。 

 

 

２学年 

・PTA の活動内容を今まで以上に知ることができ、忙しい中で地域や子供たちのた

めに活動している方がいること（特に本部役員の方）に改めて感謝した１年だっ

た。一方で、時間の制約などで誰にでもできる内容ではない部分もあるので、PTA

活動を持続していくために減らせる負担がないか検討も必要だと感じた。 

・コロナの影響もあり年間の活動内容は少なめだったかと思うが、大きなトラブル

も無く活動出来てよかった。 

・この１年間、役員としての活動も限られていて残念ながら役員同士で会う機会も

少なかった気がする。 

・コロナ禍で活動が制限され、東っ子まつりも中止だったので、あまり子供たちの

ために活動出来なかったのは残念だった。 

・美化奉仕活動は、延期になり秋になったが、あれが予定通り気温の高い真夏だっ

たら厳しい、と思ったので、時期の見直し等を考えてもいいと思う。 

・本部役員の担当と部会・委員長が LINE でやりとりをしていたおかげで連絡や活

動がスムーズだったと思う。 

 

 

３学年 

初めての役員で様々な不安がありましたが、仲間や本部の方に助けて頂き務める

ことが出来ました。コロナ禍で中止になってしまったイベントもありますが、運動

会が全学年で開催出来てよかったと思います。１年間ありがとうございました。 

 

 

４学年 

５月の交通安全教室のお手伝いでは、正しい自転車の乗り方について、４年生が

真剣に受講する様子が見られて良かったです。また、市内体育祭が印象に残ってい

ます。自校開催でしたので、受付のお手伝い後、日頃見られない高学年の子供たち

の活躍する姿を見学することができました。年間を通して本部と先生方が連携して

仕切ってくださり、４学年委員の皆さんと協力して、スムーズに活動を終えること

ができました。１年間ありがとうございました。 

 



 

５学年 

今年度もコロナの影響で行事の縮小や中止がありましたが、活動する際は委員全

員皆で協力して役割に携わることができたと思います。また、本部さんの事前準備

もあり動きやすかったです。どうもありがとうございました。 

 

 

６学年 

With コロナへ向け、学校の活動が再開され、それに対する支援ができたことは良

かったと思います。中止せざるを得なかった行事もあり、PTA 活動としては、多く

の活動はありませんでしたが、子供たちの学校生活の一部に携わることができる貴

重な機会となりました。ありがとうございました。 

 

 

教養部 

教養部は、コロナ禍での家庭教育学級ということに、不安でいっぱいの始まりで

した。支えていただいた先生方、本部役員の方に感謝いたします。 

１年間のご協力、ありがとうございました。 

 

 

広報部 

初めての役員で色々戸惑う事もありましたが、先生方をはじめ、皆様のご協力の

お陰で活動する事ができました。子供たちの学校生活を間近に見る事が出来て貴重

な経験をさせて頂きました。１年間ありがとうございました。 

 

 

校外生活部 

PTA 本部、先生方をはじめ多くの方にご協力いただきました。感謝の気持ちでい

っぱいです。子供たちの安全を地域の方々が見守っている事を知ることができまし

た。１年間ありがとうございました。 

 

 

本部 

 コロナ禍になり３年がたち少しずついろいろな制限が緩和される中、様々な意見

を受け子供たちの為にどうしたら良いかと皆で考えながら活動させていただきまし

た。残念ながら中止になった行事も多々ありますが、次の年に思いを引き継ぎ、少

しずつ楽しい行事が増えていくことを願います！ 

本部役員始め各部、各委員さん、保護者の皆様、そして教職員の皆様のご協力に感

謝します。１年間ありがとうございました。 

 

 

 

 



藤沢東小学校ＰＴＡ　令和４年度３学期活動報告

日程 活動内容 予算 決算 差額

本
部

1/21 ・新本部役員顔合わせ主催 0

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 0

2/3 ・新入生保護者会出席【PTA活動、安全互助会について説明】 0

2/4 ・本部役員会 0

2/6 ・PTA安全互助会共済等説明会【安全互助会HPにて動画視聴】 0

2/10 ・学校げんき委員会出席 0

2/25 ・第４回理事会開催 0

2/25 ・新旧本部役員引き継ぎ会 0

2月中旬 ・上藤沢中学校区青少年健全育成推進会「地域の集い」参加 0

3/3 ・６年生を送る会視察、学校評議員会出席 0

3/23 ・卒業証書授与式出席 0

3月中 ・入間市PTA連合会会議出席 0

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 0

3学期本部活動費計 (0) (0) 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（※中止） 0

2/10 ・学校げんき委員会 0

2/25 ・第４回理事会出席 0

3学期教養部活動費計 (0) (0) 0

校
外
生
活
部

・通学班の見直し 0

・新１年生の班決め 0

・次期班代表、校外生活部員の選出 ※封筒代 (330) (0) 330

・立哨当番の日程決め 0

2/3 ・新入児保護者会出席 0

2/18 ・班代表者会開催 0

2/25 ・理事会出席 0

3学期校外生活部活動費計 (330) (0) 330

広
報
部

・広報誌「ふじさわ東」作成、取材、発行、配布 0

2/25 ・第４回理事会出席 0

・部会３回 0

3学期広報部活動費計 (0) (0) 0

学
年
委
員

１年 ・活動なし

２年 ＜学年委員共通活動＞ ・活動なし

３年 ・2/14 学校げんき委員会出席 ・活動なし

４年 ・2/25 第４回理事会出席 ・活動なし

５年 ・活動なし

６年 ・活動なし

3学期学年委員活動費計 (0) (0) 0

3学期活動費合計 (330) (0) 330


