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月間活動報告 

（平成 26年 10月５日～12月６日） 

追加・訂正がある場合にはお手数ですがご連絡下さい 

 

【１学年委員会】 

10/７  1学年委員会・運営委員会報告 

10/15 校外学習（公園探検）お手伝い 

10/24 バス遠足写真販売の打ち合わせ 

10/27 遠足写真販売の文書作成・提出 

11/11 遠足写真販売の文書印刷・配布 

11/19 光の森ボランティア 

12/６  第７回運営委員会出席 

 

【２学年委員会】 

10/５  第6回運営委員会内容報告 

    （メールにて） 

11/５  学年主任金澤先生、写真館の方と 

    遠足写真掲載期間等打合せ（電話にて） 

11/8 「遠足写真展示、販売のお知らせ」 

    文書作成・申請 

11/11 文書、ホームページ担当委員会に依頼 

11/17 文書印刷 

11/19 光の森ボランティア参加 

12/６  第7回運営委員会出席 

 

【３学年委員会】 

10/７  学年イベント用保険問い合わせ 

10/８  第８回学年委員会(運営委員会報告・ 

    イベント用ネームシール作り) 

    学年イベント用傷害保険申し込み 

10/17 エキスポセンターの方へのお礼の品 

    購入・連絡帳にて児童へイベント 

    最終案内 

10/18 学年イベント開催 

    「学校にプラネタリウムがやってくる

よ！」（児童 69 名参加） 

10/22 エキスポセンターより領収書受領 

10/23 第９回学年委員会 

    （イベント振り返りシート作成） 

10/31 エキスポセンター宛 

    イベントアンケート提出 

11/18 遠足写真展示文書印刷・配付 

11/19 光の森ボランティア参加 

12/６  第７回運営委員会出席 

 

【４学年委員会】 

10/４  運営委員会報告（メールにて） 

10/７  性教育ビデオ上映会 

    茶話会の案内状印刷・配布 

10/20 第５回学年委員会 

    （性教育ビデオ上映会・茶話会 

    の参加者集計及び詳細確認他） 

    選考委員会へのアンケート提出 

10/21 ビデオ上映会・茶話会 

    出欠未提出者への個別確認 

10/22 軽食(クーロンヌ)発注 

10/29 遠足写真販売について 

    学年主任と打合せ・写真館への連絡 

10/31 茶話会会場変更（岡野教務主任と相談） 

    会議室から家庭科室へ 

11/10 軽食(クーロンヌ)最終確認 

    ビデオ上映会・茶話会の段取り確認 

    各クラス担任にビデオ上映会受付場所 

    及び茶話会会場変更のお知らせを 

    お願いする 

11/12 クラス写真撮影（１組＆２組） 
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    性教育ビデオ上映会･茶話会の開催 

（参加者数：上映会：68 名、茶話会：47 名） 

    （会場設営，参加受付，会費集金，他） 

11/12 第６回学年委員会 

    （イベント振り返りシートの作成他） 

11/19 光の森ボランティア 

11/20 写真展示･販売のお知らせ印刷・配布 

12/２～８ 写真展示・販売 

12/６  第７回運営委員会出席 

 

 

 

【５学年委員会】 

10/６  さとう写真館に展示時期と場所の 

    報告と金額の確認 

10/８  つくばスタイル科防災調査の 

    ボランティア参加 

    ５学年委員会 

    運営委員会報告 

    学年イベント振り返りシート作成 

    写真販売お知らせ文書作成 

10/22 クラス写真撮影 

    （こんにちは 5 年生朝会終了後) 

10/22 家庭科ミシンボランティア参加 

10/23 家庭科ミシンボランティア参加 

10/24 家庭科ミシンボランティア参加 

10/28 家庭科ミシンボランティア参加 

10/29 家庭科ミシンボランティア参加 

10/30 家庭科ミシンボランティア参加 

10/31 家庭科ミシンボランティア参加 

11/４  家庭科ミシンボランティア参加 

11/５  クラス写真撮影（5-2） 

    写真展示販売のお知らせ印刷 

    さとう写真館展示時期と場所の確認 

11/６  写真展示販売お知らせ配布 

11/12 クラス写真撮影（5-4） 

11/19 光の森ボランティア参加 

11/25～12/５ 宿泊学習の写真展示販売 

    （うきうきルーム） 

12/６  第 7 回運営委員会に出席 

 

【６学年委員会】 

11/４  第5回6学年委員会 

11/10 第2回写真展示・販売のお知らせ配布 

11/10 学年イベントのお知らせ配布 

11/21 学年イベント開催 

12/２  第6回学年委員会 

12/２～８ 第2回写真展示・販売 

12/６  第7回運営委員会出席 

 

【保健体育委員会】 

10/５  第６回運営委員会報告 

    （メールにて） 

12/６  第７回運営委員会出席 

 

【広報委員会】 

10/８  教職員宛『広報誌原稿執筆について』 

    依頼文書印刷・配付 

10/９  教職員宛『広報掲載写真募集について』 

    依頼文書本部へ申請 

10/11 「TAKENISHI第63号」発行に伴う 

    内容打合せ 

    児童宛『表紙の絵を募集』依頼文書 

    本部へ申請 

10/16 児童・教職員宛て２種類の回収・ 

    名簿にて確認作業 

10/20 児童宛『表紙の絵を募集』・教職員宛 

    『広報掲載写真募集について』 

    依頼文書印刷・配付 

    未記入・未提出分の回収 

11/５  児童・教職員宛２種類回収（10/16 

    未提出分回収含む）・選別作業 

11/12 未提出（6-3）分のみ回収 

11/15 前田印刷と打合せ 

    （初稿データお渡し） 

11/26 前田印刷と打合せ 

    （初稿データ受け取り） 

    初稿データ確認作業 
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12/３  校正作業後前田印刷と打合せ 

    （第二稿データお渡し） 

12/6 運営委員会出席 

 

【校外生活委員会】 

10/６  西門前遊歩道交通安全指導中止 

    （休校のため） 

    第 2 回校外安全協議会開催 

    PTA 本部・学校が承認 

    第 2 回校外安全協議会開催の 

    お知らせ・会場案内図の文書を 

    竹園東小学校・竹園東中学校に 

    メールにて送信 

10/10 第 6 回校外生活委員会開催 

    ・運営委員会の報告 

    ・第 2 回合同パトロールについて 

    ・第 2 回三校連絡協議会について 

    ・次年度の校外生活委員選出・地区の 

    統合について 

    ・さわやかマナーアップについて 

    ・西門前遊歩道交通安全指導 

    次回実施について 

10/14 第 2 回合同パトロール中止 

    （台風のため） 

10/19 校外安全協議会の配布資料(活動報告) 

    を作成し PTA 本部に承認申請 

10/20 西門前遊歩道交通安全指導 

10/30 第 2 回校外安全協議会用活動報告 

    の作成・PTA 本部に承認申請 

11/４  第 2 回校外安全協議会用活動報告 

    の承認がおりる 

11/５  さわやかマナーアップキャンペーン 

11/10 西門前遊歩道交通安全指導 

    第 2 回校外安全協議会議事の作成 

11/12 第 2 回校外安全協議会準備・開催 

11/13 第 2 回校外安全協議会議事録作成 

11/14 第７回校外生活委員会開催 

    ・さわやかマナーアップキャンペーン 

    （11/5）の報告 

    ・三校連絡協議会の報告 

    ・来年度の校外生活委員について 

    ・西門前遊歩道交通安全指導の報告と 

    次回の確認 

    千現・二の宮地区合同パトロール実施 

    （第２回合同パトロールが台風にて 

    中止になったための代替措置） 

11/17 第 2 回校外安全協議会議事録を 

    PTA 本部に承認申請 

11/25 西門前遊歩道交通安全指導 

12/６  第７回運営委員会出席 

 

【ホームページ担当委員会】 

随時：各種配布物の HP への掲載 

（PTA 便り・広報誌の表紙の絵募集・２＆４学

年写真販売のお知らせ・家庭教育学級参加者募

集・光の森ボランティア募集など） 

12/６  第７回運営委員会出席 

 

【選考委員会】 

10/７  来年度 PTA本部役員再募集に関する 

    書類印刷・配付 

10/10 来年度 PTA本部役員再募集における 

    立候補・推薦用紙開票 

10/14 来年度 PTA 本部役員選考会議 

10/15 来年度 PTA 本部役員選考会議 

10/18 来年度 PTA 本部役員選考会議 

10/21 来年度 PTA 本部役員選考会議 

10/22 来年度 PTA 本部役員選考会議 

10/27 「来年度 PTA本部役員承認のお伺い」 

    印刷・配付 

11/４  「来年度 PTA 本部役員決定の 

    お知らせ」印刷・配付 

11/５〜11/18 新年度 PTA 各委員・ 

    家庭教育学級役員募集に関する 

    原稿作成 

12/６  第７回運営委員会出席 
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【卒業対策委員会】 

10/２・10/28・11/６・11/28 

 委員会開催 

・前年度会計さんからの最終的な引き継ぎ 

・6年主任の横田先生と記念品等についての 

 打ち合わせ 

・巣立ちの会ボランティアの募集及び決定 

・食物アレルギー事前調査 

・転入者対応 

・保護者の歌決定 

・卒業証書ホルダ決定 

・巣立ちの会に必要なものについてのお店への 

 打診・調査等 

・巣立ちの会各種準備 

 

【環境委員会】 

10/４  環境委員会実施 

10/４  トイレ清掃実施 

10/21  チューリップ球根購入 

10/21  市から頂く花苗の受け取り 

10/28～10/29 チューリップと市から 

    頂いた花苗を植え付け 

12/６  第７回運営委員会出席 

 

【家庭教育学級】 

10/５  第6回運営委員会報告(メールにて)  

10/28 第3回講座のお便り印刷・配付 

    講師との打ち合わせ 

11/11 第3回講座の申込締切 

11/14 第3回講座の申込書回収・抽選及び 

    返却・打ち合わせ 

11/18 第3回講座の追加募集 

    お便り印刷・配付 

    ホームページ掲載 

11/20 第3回講座の会場打ち合わせ 

11/27 第4回講座に向けての打ち合わせ 

12/３  第3回講座 

「楽楽ワクワクエアロビ講座」開催 

12/6  第7回運営委員会出席 

【本部】 

10/11 市 P 連定期連絡会出席 

10/18～10/19 防災キャンプ開催 

10/25 光の森実行委員会との打合せ参加 

11/１  第 15 回「いばらき教育の日」 

    推進大会参加 

11/５  「さわやかマナーアップキャンペーン」 

    参加 

11/8  第７回本部役員会開催 

11/10 ＰＴＡ便り（第５号）発行 

11/15 茨城県ＰＴＡ振興大会出席 

11/19 光の森ボランティア参加 

11/20 光の森設置作業 

11/22 女性ネット出席 

11/22 光の森点灯式出席 

11/26 内谷正文氏打合せ 

11/29 モラロジー生涯学習セミナー出席 

12/６  第 8 回本部役員会開催 

    第７回運営委員会開催 


