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月間活動報告（平成 26年６月８日～７月５日） 

 

 

【１学年委員会】 

６/10 校外学習（公園探検）お手伝い 

    運営委員会報告 

    茶話会兼給食試食会打ち合わせ 

    学年イベント打ち合わせ 

６/17 茶話会兼給食試食会開催 

    学級懇談会司会進行 

６/26 交通安全教室お手伝い 

７/５  第４回運営委員会出席 

 

【２学年委員会】 

６/５  ２組茶話会参加保護者へ出欠再確認 

６/14 茶話会最終参加人数集計・クーロンヌ 

    ヘ人数変更 

    茶話会のお知らせ HP 掲載依頼 

    茶話会参加保護者アンケート作成 

６/17 茶話会,学級懇談会（２組除く） 

    学年企画「シャボン玉ショー&万華鏡 

    を作ろう！！の開催について」印刷及 

    び配布 

６/18 学年企画のお知らせ HP 掲載依頼 

６/21 ２組学級懇談会 

    HP, 広報誌記事について本部へ問い 

    合わせ 

６/23 委員会内分担について打ち合わせ・分 

    担表作成 

    校外学習（まち探検）お手伝い 

６/30 ２学年委員会 

    ・運営委員会報告 

    ・学年企画について 

    ・広報誌について 

    月間活動報告作成, 茶話会報告書提出 

７/５  第４回運営委員会出席 

 

【３学年委員会】 

６/８  PTA 運営委員会報告（メールにて） 

６/９  エキスポセンター体験イベント正式申 

    込み 

６/10 クーロンヌ（パン屋）へ茶話会人数決 

    定連絡 

６/17 第４回学年委員会 

    （学年イベントについて） 

    茶話会開催・学級懇談会司会 

６/26 交通安全教室お手伝い 

６/27 学年便り掲載記事原稿提出 

    （学年イベントについて） 

７/５  第４回運営委員会出席 

 

【４学年委員会】 

６/17 ４学年学級懇談会（司会進行） 

学年企画文書印刷 

６/18 学年企画文書配布 

７/３  コーチング手伝い（受付，会場設営等） 

    ４学年委員会（学年企画用紙回収・ 

    集計・児童の班編成・ボランティア 

    確認） 

７/５  第４回運営委員会出席 

 

 

 

【５学年委員会】 

６/９ 茶話会出欠票回収・集計 

６/11 学年委員会開催 

    第 3 回運営委員会内容報告 

    学年イベントについての話し合い 

    茶話会パン発注 

６/19 茶話会の開催 

    学級懇談会の司会進行 
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    先生と学年イベントについて相談 

６/20 学年イベント先に問い合わせ 

７/５  第 4 回運営委員会出席 

 

【６学年委員会】 

６/10 第２回６学年委員会 

６/10 茶話会用軽食注文 

６/19 第６学年茶話会 

    （学年イベントについて） 

６/19 学級懇談会司会 

７/１  第３回６学年委員会 

７/５  第４回運営委員会出席 

 

【保健体育委員会】 

６/８  第３回運営委員会報告（メール） 

６/10 救急救命講習会活動報告書作成・提出 

６/11 「救急救命講習会修了証」を消防署で 

    受け取り 

６/13 「救急救命講習会修了証」を講習会 

    参加者に配布 

６/26 「夏期自由プールのお知らせ」を印刷・ 

    配布 

７/５  第４回運営委員会出席 

 

【広報委員会】 

６/10 前田印刷と打ち合わせ 

    （第二稿データお渡し） 

６/13 前田印刷と打ち合わせ 

    （第二稿データ受取り） 

６/16 第三稿データ作成 

６/18 前田印刷と打ち合わせ 

    (第三稿データお渡し) 

６/21 学校・最終写真データ受取り 

６/24 前田印刷と打ち合わせ 

    （第三稿データ受け取り・第四稿デー 

    タお渡し) 

６/26 前田印刷と打ち合わせ 

    （第四稿データ受け取り） 

    学校・PTA会長に校正原稿確認依頼 

７/２  前田印刷と打ち合わせ 

    （最終稿データお渡し） 

７/５  第４回運営委員会出席 

 

【校外生活委員会】 

６/９  安全協議会出席者名簿提

出 

    さわやかマナーアップキャンペーン 

    参加 

６/11 第１回合同パトロール 

    地域ボランティア参加者とりまとめ 

    （参加人数 8名） 

６/12 「こどもを守る 110 番の家」マップ 

    （白黒版）各家庭に配布 

    最新版安全マップを安全協議会へ提出 

６/13 第３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 

    （６/16＆６/23）の報告 

・第１回合同パトロール詳細説明と 

    第２回合同パトロール実施日の連絡 

・要望書の確認 

    ・安全協議会に参加に向けた協力依頼 

    ・さわやかマナーアップキャンペーン 

    の報告 

    ・秋の交通安全指導実施日の連絡 

６/15 合同パトロール実施要項を学校へ提出 

６/16 「こどもを守る 110 番の家」マップ 

    （カラー版）をＨＰ委員会へ掲載依頼 

６/23 第１回合同パトロール・報告会実施 

    安全協議会案内書提出 

７/４  第１回校外安全協議会出席 

    安全協議会活動報告書（4-6月） 
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    配付と報告 

７/５  第４回運営委員会出席 

 

【ホームページ担当委員会】 

６/８  「たけにしくん」総選挙について 

    TOPページに掲載 

６/16 竹園西小学校区域安全マップ・110番 

    の家マップを掲載 

６/26 竹西小の学区割りについての 

   「パブコメ募集中」をTOPページに掲載 

随時：各委員会・本部からの告知等の配布物や 

   月間活動報告等を掲載 

7/5  第4回運営委員会出席 

 

【選考委員会】 

６/18 運営委員会報告・名簿整理 

6/25 月間活動報告を本部宛てに送信 

７/５  第４回運営委員会出席 

（随時：名簿の作成・ポイント入力・転出/転入

者/新１年生情報の追加等名簿整理） 

 

【卒業対策委員会】 

６/11 委員会開催 

    ・「巣立ちの会開催について」 

     アンケート集計・内容検討 

    ・巣立ちの会についての検討 

    ・「巣立ちの会について」及び 

     「DVD作成について」のアンケート 

     内容の検討 

６/19 巣立ちの会のアンケート結果の報告 

    （茶話会・学級懇談会にて） 

    巣立ちの会について打合せ 

    （学年主任横田先生と） 

    →開催予定日：３/２（月）放課後 

    （１時間程度） 

＜その他＞ 

・「巣立ちの会の内容」及び「DVD作成につい

て」のアンケート作成 

・さとう写真館による卒業アルバム用写真撮影

（随時学校と連携） 

・「巣立ちの会開催」に関するアンケート作成・

実施・回収・集計 

 

【環境委員会】 

６/７  環境委員会実施 

   ・PTA によるトイレ清掃 

   （当日段取りの打合せと事前準備） 

   ・雨天のため、屋外清掃は中止 

６/14 PTA によるトイレ清掃開催 

    （保護者 11 名＆先生方８名の 

    ボランティアにご参加いただき 

    校内６か所のトイレを清掃） 

６/16 花植え作業 

    来春に向けてのチューリップ球根の 

    掘り上げ・ネットに入れ陰干し実施 

    （10 月の花植えの際に使用予定） 

７/５  第４回運営委員会出席 

 

【家庭教育学級】 

６/９  開級式及び第1回講座開催 

   「子どもたちの性」-家庭でできること- 

    運営委員会報告 

    第2回講座に向けての打ち合わせ 

６/10 第２回講座の申込書締切 

６/11 第1回講座「受講報告書」提出 

    （市・指導員へ） 

６/12 第2回講座の申込書回収・抽選及び 

    返却・打合せ 

６/20 第2回講座講師との打合せ 

６/25 第1回講座「アンケート」 

    集計結果報告（市・指導員,講師へ） 

７/1  第2回講座開催 

    「アロマの虫除けスプレー作り」 

７/5  第４回運営委員会出席 
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【本部】 

（６/５  救急救命法講習会参加） 

（６/９  さわやかマナーアップキャンペーン 

    参加） 

（６/９  家庭教育学級開級式・講演会参加） 

６/13 茨城県 PTA 互助会加入 

（６/14 トイレ清掃参加） 

６/19 学校評議員会出席 

６/21 市Ｐ連第１回連絡会出席 

    「着衣泳のお知らせ」配付 

６/23 第１回合同パトロール参加 

６/23 PTA 便り（２号）発行 

６/24 コーチング講座の案内配付 

（７/1  「アロマの虫除けスプレー作り」 

    参加） 

７/２  市Ｐ連東部ブロック連絡会出席 

７/３ 「たくましく生き抜く力 

    スキルアップセミナー」開催 

７/４ 第１回校外安全協議会参加 

７/５  第４回本部役員会・運営委員会開催 

    市Ｐ連女性ネット出席 


