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【お知らせ】 

 今回の PTA 通信から HP 上でもご覧いただけます。是非一度ご覧ください、思いのほか快適です。 

 次回以降 HP 上でご覧になりたい方は、HP から PUSH 通知登録をしてください。 

 PTA 通信が UP されるとお手持ちの端末に通知が届いて便利です。 

 紙は大切な資源です。ペーパーレス化へのご協力お願い申し上げます。 

  https://machi1pta.com/news/ 

  パスワード：2020pta 

【１．学校長・副校長先生挨拶】 

 

 

 

 

 

 

家庭数配布 

第２回 常任委員会 議事報告 

日時：1０月７日（水）10：00～  

場所：ランチルーム 

議決権総数 常任委員（学級代表・専門部） 27 

      出  席           2４

      委 任 状            1

常任委員会出席者数 ３９名 

（校長、副校長、本部役員 7 名、議長１名、 

小 P 連１名、常任委員２５名、委員会 3 名） 

【議題】 

１．学校長・副校長先生挨拶 

２．検討事項 

├１．HP の運用状況について 

├２．予算執行及び繰越金について 

├３．次年度の PTA 会費集金方法について 

└４．旗振担当地区等について 

３．承認議案 

└１．PTA 通信のデザイン変更について 

４．その他 

５．活動報告(裏面) 

①コロナ禍の中、町一小の PTA 常任委員会にお参加いただきありがとうございま
す。新しい生活習慣のもとで、様々な困難はありますが、PTA の皆様のお支援
があり、子供たちも元気に学習できています。郊外指導部の皆様の安全見守り、
PTA 役員の皆様の新たな活動の創造の準備・計画に感謝申し上げます。 

②運動会開催について、今年は町一スポーツフェスタとして、学年を前半、後半
の 2 部制にして実施します。該当学年の参観のみとして入れ替え制で実施いた
します。詳細は後日、お知らせします。運動会サポート委員会、お父さんネッ
トワーク、広報部の皆様にご支援をいただきます。 

③１１月２６日から個人面談を実施いたします。全員が対象となります。お都合
をつけてご来校をお願いいたします。実施のご案内とともに希望日程の調整を
させていただきます。学習進捗状況や生活の様子などお知らせし、面談させて
いただきます。 

①町一スポーツフェスタについての詳細のプリントを来週はじめくらいに配付を
予定しています。当日の参観についてご理解とご協力をお願いいたします。 

②本日は、１１時に避難訓練があります。J アラートの訓練です。学校では様々
な避難訓練を行っておりますので、本日体験してみていただければ嬉しく思い
ます。 

③先日は、子どもフェスタが校内で行われました。今年度は、２学年毎の組み合
わせでおこないました。楽しく活動できました。HP をご覧いただくと、当日
の様子が掲載されています。 

④学年行事につきましては、現在実施するかどうかの検討を行っています。すべ
ての行事を中止するのでなく、可能なものは実施していきたいと考えておりま
す。今しばらくお待ちいただければ幸いです。 



【２．検討事項】 

１．HP の運用状況について(本部) ※１０月４日現在 

 ・X サーバー株式会社とサーバー＆ドメイン契約(年間 13,200 円) 

 ・PUSH 通知登録件数 ９７件 ・閲覧ユーザー数   ２３９ 

 ・デバイス別セッション数 モバイル９２.３％ パソコン７.２％ タブレット０.５％ 

 

２．予算執行及び繰越金について(本部) 

 会長より、コロナ禍による予算執行率低下のため、繰越金が会費収入を上回る可能性が指摘された。 

次のとおり常任委員から提案があった。 

 ・卒業祝品費を増やしてはどうか(６年学級代表) 

 ・セーフティーボランティアが減ってしまったので外注してはどうか(1 年学級代表) 

 ・電話代及び何百件も送る SMS の通信料負担が大きいので会で負担して欲しい(選考委員) 

 

３．次年度の PTA 会費集金方法について(本部) 

 会長より、現行集金方法について問題提起(現金移動リスク・事務処理による機会損失)がされ、解決案

として「口座自動引落・銀行振込・クレジットカード決済」の特徴について説明があった。 

口座自動引落について、賛成意見と反対意見があった。他行について調査の上、次回再検討する。 

 

４．旗振担当地区等について(校外指導部) 

・セーフティーボランティア減少による旗振り人数の増員の必要性について報告がされ、次回再検討

となった。 

・あけぼの病院前交差点の横断歩道が退色している。 

・山梨中央銀行前に旗振り BOX を設置する。 

 ・来年度の校外指導部の選出方法・選出人数につき議案提案があったので、本部と調整の上、次回検

討となった。 

 

【３．承認議案】 

１．PTA 通信のデザイン変更について(本部) → 承認多数で承認されました 

 会長より次のとおり変更趣旨の説明があった。 

・B4 一枚とし、視覚的に必要な情報へアクセスができること。 

・イラスト使用、文字量減により「読んでみよう」と思われる紙面にすること。 

・作成→印刷→配布の事務処理負担を軽減すること。 

 

【４．その他】 特になし 

 

【次回の常任委員会】 

日 時：１２月９日（水）10：０0～ 

場 所：ランチルーム 

 メリット デメリット 

口 座 自 動

引落 

・確実に会費回収が行える 

・入金一覧表が発行される 

データ登録(初回のみ) 300 円/件 

引落手数料      100 円 or200 円/件 

利用料       3,000 円/回  ※きらぼし銀行 

銀行振込  ・会費納入率が下がる可能性大 

・振込手数料の負担ルールが煩雑 

ク レ ジ ッ

ト カ ー ド

決済 

・手数料が安い 

(3.6%,30,888 円) 

・動作が保証できない 

・引き継ぎが難しい 

※どなたでも傍聴できます。傍聴を希望される
方は下記アドレスまでお知らせください。 

machi1pta@gmail.com 



9/17 7/31
8/6～7

8/8
8/24
8/31
9/2
9/4

9/7～11
9/28

10月 10/14
～ 10/21

全体会　運動会内容共有
全体会 備品準備

情報交換アンケート回答まとめ
「20祭まちだ」お祝いボード作成・提出

特になし

特になし

本部・副校長原稿チェック
再校了
夏休み作品取材

第2回部会・1回目校正紙チェック・次号検討
2、3回目校正紙チェック・見積受け取り
校了
原稿修正作業開始
第3回部会　進行スケジュール打ち合わせ

納品・配布作業・第4回部会 次号内容検討

特になし

小P連 開放プール実行委員ベルマーク実行委員会運動会サポート委員会

本部 成人教育部 広報部 校外指導部
学校とお父さんNWの運動会配信打合出席

～ 10/21
11月 10/30

10/31
11月

6/17 7/15 7/15 6/17
6/24 10/7 10/7
7/8 7/8

7/15 9/16
7/22
10/7 小P連委員推薦用紙」印刷・配布

特になし
特になし

委員全体会出席、新旧引継ぎ、第1回選考
委員会（役職決め）
第1回常任委員会、出席
第2回選考委員会
「2021年度PTA本部役員・議長・会計監査・

PTA会費集金
常任委員会
以降報告事項なし

第2回常任委員会出席

委員全体会出席
PTA総会出席
役員会・常任委員会出席
PTA会費集金
会計活動費受け取り

全体会　備品準備
掲示物等　貼り付け
当日誘導　片付け
反省会

「20祭まちだ」お祝いボード作成・提出
例年と見合わせての推測
変更となる場合もあり

１年生 ２年生 ３年生 選考委員会

10/7
10/2

10/7 7/15 7/5
12/9 7/16

7/22
9/20
10/7

PTA会費集金

通信費受け取る
LINEにて記念品、祝い菓子等の相談
常任委員会

４年生
第2回常任委員会
第3回常任委員会

小P連委員推薦用紙」印刷・配布
第3回選考委員会
「2021年度PTA本部役員・議長・会計監査・
小P連委員候補者のお知らせ」回収・集計

特になし PTA集金
6年生学年主任の先生と打合せ

第2回常任委員会出席

５年生 ６年生 ひまわり
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