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月間活動報告（平成 26年５月 11日～６月７日） 

 

【１学年委員会】 

５/12 茶話会アンケート回収・確認 

５/13 1 学年委員会 

５/29 イベント文書印刷 

６/３  イベント文書配布 

６/７  第３回運営委員会出席 

 

【２学年委員会】 

5/14 2学年委員会 

    ・運営委員会の報告 

    ・茶話会の打合せ，お知らせの印刷 

及び配布 

    ・学年委員企画イベントの打合せ 

（エキスポセンターへ問合せ） 

5/21 学年委員企画イベントについて 

    エキスポセンター及び学校施設の使用 

    についての予約確認 

5/27 2学年委員会 

    ・茶話会の打合せ，出席者の集計， 

軽食の予約 

    ・学年企画イベントの打合せ 

5/29 学年委員企画イベントのお知らせ作成 

    及び本部への申請 

6/7  第３回運営委員会出席 

 

【３学年委員会】 

５/10 学年イベント体育館使用申し込み 

５/11 PTA 運営委員会報告(メールにて) 

５/22 第三回学年委員会(学年イベントに 

ついて)・茶話会文書印刷と配布 

５/30 茶話会出欠票回収 

6/４  校外学習引率のお手伝い 

茶話会出欠集計 

6/5,6 茶話会出欠票未提出の方へ連絡 

6/7  第３回運営委員会出席 

 

【４学年委員会】 

5/14 委員会開催（運営委員会報告，学年 

企画について検討） 

5/14 学年企画開催時の保険について保険 

会社へ確認 

5/15 学年企画文書作成 

6/7  第 3 回運営委員会出席 

 

 

 

【５学年委員会】 

5/14 学年委員会開催 

    第 2 回運営委員会内容報告 

    茶話会の打合せ 

    学年イベントの内容，開催時期を検討 

5/23 文書「茶話会のお知らせ」印刷 

5/27 文書「茶話会のお知らせ」配布 

6/7  第 3 回運営委員会出席 

 

【６学年委員会】 

５/22 茶話会メニュー確認 

５/23 茶話会お知らせ配布 

６/４  茶話会出欠票締切・回収 

６/７  第３回運営委員会出席 

 

【保健体育委員会】 

５/11 第２回運営委員会報告（メール） 

５/15 救急救命講習会参加申込書回収 

・集計・名簿作成 

５/19 救急救命講習会について消防署と 

打合せ 

   救急救命講習会の開催の準備 
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６/５ 救急救命講習会開催 

６/７ 第３回運営委員会出席 

 

 

【広報委員会】 

５/16 教職員アンケート回収 

５/17 運営委員会報告 

    ＴＡＫＥＮＩＳＨＩ第62号内容 

打合せ 

    学年イベント原稿依頼文書作成 

５/19 学年イベント原稿依頼文書本部へ申請 

５/22 運動会の撮影許可をいただく 

    ＴＡＫＥＮＩＳＨＩ第62号初稿ﾃﾞｰﾀ

作成 

５/27 前田印刷と打合せ 

    （初稿データお渡し） 

５/31 運動会取材（撮影） 

６/３  前田印刷と打合せ 

    （初稿データ受け取り） 

６/７  第３回運営委員会出席 

    学年イベント原稿依頼文書配付 

 

【校外生活委員会】 

５/13 自転車用防犯パトロールステッカーの 

    お便り配付 

５/16 第 2 回校外生活委員会開催 

    ・運営委員会の報告 

    ・西門前遊歩道交通安全指導（４/30,  

     ５/12）の報告 

    ・さわやかマナーアップキャンペーン 

     開催連絡 

・ＰＴＡ看板状況確認及びﾒﾝﾃﾅﾝｽ依頼 

・腕章数の確認 

・110 番の家 店舗協力を各地区委員 

     に依頼 

110 番の家ステッカー補充(市役所) 

合同パトロール参加依頼 星田議員・ 

    警察・地域ボランティア等 

５/17 第１回校外安全協議会の開催日決定連 

    絡 

５/21 合同パトロール当日のスケジュール・ 

    人員配置表，マップ，報告会用議事， 

大型白地図作成 

５/22 自転車用防犯パトロールステッカー 

配付（希望者） 

５/27 110 番の家ステッカー再補充(市役所) 

    110 番の家 PTA 個人会員ならびに 

    協力店舗申込用紙の回収 

６/６  110 番の家 PTA 個人会員ならびに 

    協力店舗一覧表提出(警察署) 

６/７  第３回運営委員会出席 

    要望箇所の事前調査 

 

【ホームページ担当委員会】 

５/11〜19 新規ホームページの立

ち上げ＆ 

制作 

５/20 PTAだより1号，月間活動報告（運営 

    委員会での活動報告），PTA会則をHP 

    に掲載 

５/26 家庭教育学級の告知をHPに掲載 

６/７  第３回運営委員会出席 

 

【選考委員会】 

５/13 運営委員会報告,名簿整理,配付ﾌﾟﾘﾝﾄの 

確認 

５/30 月間活動報告を本部宛てに送信 

６/７ 第３回運営委員会出席 

（期間中随時名簿の作成,ポイント入力, 

転出・転入者の整理） 

 

【卒業対策委員会】 

（５/8  アンケート印刷・配布依頼） 

５/14 卒業アルバム・個人写真等撮影 

（さとう写真館） 
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今月のたけにしくん① 

５/16 アンケート回収 

５/23 卒業対策委員会開催 

    ・卒業アルバム 冊数確認（未提出者 

     への連絡） 

    ・巣立ちの会開催に関するアンケート 

     について 

    ・卒業アルバム内容について検討 

    ・学校への依頼事項について確認 

５/31 卒業アルバム・運動会撮影 

（さとう写真館） 

 
【環境委員会】 

５/10 環境委員会実施 

    ・PTA によるトイレ清掃（６/14 に 

    「参加型」で実施することを決定） 

    ・校内線量測定（教頭先生に竹園東 

中学校より借りてきていただいた 

線量計を使用予定） 

    ・グリーンカーテン（ネットを固定す 

     る方法がなく安全を確保できないこ 

とから，本年度の実施は見送ること 

を決定） 

    ・トイレ清掃（校内 4 箇所の男子ﾄｲﾚ 

     中心に実施） 

５/12 花植え作業実施（５/２に花の苗購入， 

    運動会のコース境界などに配置される 

    プランター36鉢に108株を植え付け） 

５/17 除草作業の運営協力（司会進行，受付 

    補助を担当） 

６/３  ６/１４ボランティア募集文書の印刷・ 

    配付 

６/７ 第３回運営委員会出席 

 
【家庭教育学級】 

（５/９  開級式・第1回講座のお便り印刷・ 

     配付,打合せ） 

５/10 第１回講座打合せ 

５/12 第２回運営委員会報告 (メールにて) 

５/20 第１回講座の申込書締切 

５/23 第１回講座の申込書回収及び返却, 

打合せ 

５/29 第２回講座のお便り印刷・配付, 

打合せ 

５/31 第１回講座の打合せ 

６/７  第３回運営委員会出席 

 

【本部】 

５/17 除草作業協力 

５/17 市Ｐ連総会出席 

５/19 PTA 便り（１号）発行 

５/24 本部臨時役員会 

５/28 着衣泳水難学会打合せ 

５/31 「PTA ホームページのご案内」印刷 

６/１  茨城県 PTA 連絡協議会総会出席 

    茨城県 PTA 安全互助会総会出席 

    茨城県 PTA 基金管理機構総会出席 

６/３  「PTA ホームページのご案内」配付 

6/7  第３回本部役員会・運営委員会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のたけにしくん② 

今月のたけにしくん③ 


