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【PTA 会長より】
おはようございます。本日もお忙しい中、代表委員会にご出席くださりありがとうございます。
川村は体調不良のため本日の代表委員会を欠席いたします。皆さんにお会いできることを楽しみにしておりました
が、今回は養生させていただきます。さて、子どもたちの行事の多い 2 学期は、代表委員会の皆さんそして保護者
の皆さんにも活躍していただきました。子どもたちのために、皆さんと協力しながら活動できることは本当に楽し
くて、京西ＰＴＡパワーを心強く感じるとともに感謝の気持ちでいっぱいです。今日の会議では、その活動の報告
やそれに伴う様々なご意見・ご感想をいただき、来年度の活動につなげたいと考えております。最後までよろしく
お願いいたします。
【学校長より】
例年並みに寒くなり、校区内でもインフルエンザが発症し始めているようです。本校でも数名の罹患報告がありま
すが、まだ「流行」にはなっておりません。２学期は、体育祭やオープンスクールなど、様々な行事がありました。
オープンスクールでは約 300 名のご来校があり、地域の皆様に支えていただいてる学校であることを改めて感じ
ました。さて、学校現場では「働き方改革」を模索している昨今です。PTA 活動においても、負担を少なくして活
動をやりやすいようにする、というスタンスに方向を切り替える検討をされてもいいのかもしれません。引き続き
本校の取り組みにご協力お願いします。
【環境委員会から：
「ふれあい作業」の報告】
10 月 18 日（金）
「ふれあい作業」が実施されました。今年は校舎の壁のペンキ塗り作業をすることになっており、
１時ごろから子どもたちが作業を始めました。子どもたちの作業が終了する２時ごろから保護者と 3 年生 4 名が
昇降口の壁のペンキ塗りをしました。参加者は子どもが約 100 名、保護者約 20 名となりました。作業後に、参
加していただいた方にアンケートを取った結果、
「ペンキ塗りが楽しかった」
「涼しい時期で作業がしやすかった」
という意見が多く、この他にも「今回は子どもたちと作業する時間が別々だったので一緒に作業したかった」
「予め
わかっていれば、
（保護者も）１時に集合できた」という意見もありました。来年度のふれあい作業については未定
ですが、時期や作業内容については、先生方や来年度の委員の皆さんにご検討いただければと思います。
【付記：当日は参加生徒数が当初予定の２倍に増えたため、道具の数や作業の流れを考慮して、急遽、開始時間を
早めました。このため、保護者と作業の時間がずれることになりました。
】
【広報委員会から：広報誌作業の負担軽減を模索】
２学期の広報誌は「進路特集号」として制作し、11 月 29 日に配布します。今号からは、広報誌の制作にかかわ
る作業全体の見直しを図り、編集をサカタ印刷と共に進めることになりました。サカタ印刷との打ち合わせは２回
行い、記事原稿を渡したうえでイメージを伝え、レイアウトはお任せするという作業形態になりました。広報委員
は自宅で作業ができるようになり、負担が軽減したと感じています。次号もこの形態で制作をします。また、3 学
期号は地域連合会を通して地域に回覧してもらうことになりました。500 部の増刷になりますが、サカタ印刷さ
んは、増刷分も今年度予算以内に収めるように対応してくださっています。

【１年生学年委員会より：学年懇談会について】
１１／７（木）学年懇談会を開催しました。約 50 名の参加者で、スマホ・ＳＮＳとの付き合い方についての意見交
換をしました。各学年懇談会については、より積極的に参加しやすくなるような懇談会の内容について校長先生から
ご提案がありました。次年度以降への継続協議事項として引き継いでいきます。

活動報告〔予定含む〕
本部

9/27 六条ふれあいまつり実行委員会 打ち合わせ
9/29 六条地域自治協議会 準備会議 打ち合わせ
9/30 選考委員会との打ち合わせ 10/4 体育大会 受付
10/5 六条幼稚園運動会 参観 10/6 六条ふれあいまつり全体会議
10/8・21 少年指導協議会 広報誌打ち合わせ
9/30・10/10・30・11/20「おはよう運動」（予定：12/10・1/10・20・30）
10/10
10/18
10/20
10/24
10/30
11/14
11/16
11/21
11/28

本部打ち合わせ 10/13 ひかり幼稚園 京西保育園 運動会 参観
ふれあい美化作業 ペンキ塗り 10/19 六条ふれあいまつり 会場設営
六条ふれあいまつり 模擬店（フランクフルト）金魚すくい補助
市 P 連広報展示会 反省会 10/29 広報 サカタ印刷と打ち合わせ
会計監査 11/1 市 P 連研修 11/7・16・20 選考面談
本部会 代表委員会の準備 少年指導協議会定例会
オープンスクール
京西中学校区学校園連絡協議会 本部打ち合わせ
代表委員会 12/5 市 P 連中高部会

12/22 六条地区自治協議会 準備会議 1/16 本部会
1/23 少年指導協議会定例会 1/26 六条地区自治協議会 準備会議
1/30 代表委員会(予定)
学年代表 3 年

10/4 体育大会 見守り 10/18 ふれあい美化作業 ペンキ塗り
11/28 代表委員会 アンテナ作成
京中せんべい集計等
1/30 代表委員会（予定）

2年

10/4 体育大会 見守り 10/18 ふれあい美化作業 ペンキ塗り
11/7 学級懇談会実施 11/28 代表委員会 1/30 代表委員会（予定）

1年

9/27 学年 PTA 打ち合わせ 10/4 体育大会 見守り
10/29 学年 PTA の出欠票の引き取りと打ち合わせ
10/30 学年 PTA のお菓子の注文 10/31 学年 PTA のお茶の注文
11/4 学年 PTA のお菓子の引き取り 11/6 学年 PTA 打ち合わせ
11/7 学年 PTA 学年懇談会開催 学年 PTA のお茶の引き取り
11/28 代表委員会 1/30 代表委員会（予定）

京育

11/28 代表委員会 第 4 回京育委員会 エコキャップ作業
1/30 代表委員会（予定）

広報

10/7 会議 記事決め 10/24 市 P 連広報反省研修会
10/29 仮印刷依頼 11/8 仮印刷受け取り
11/15 校正作業・仮印刷 2 回目依頼 11/19 仮印刷受け取り
11/29 校了 本印刷 700 部依頼 11/28 代表委員会 配布作業
11/29 配布日 1/30 代表委員会（予定）

安全

9/30・10/10・30・11/20 おはよう運動 （予定 12/10・1/10・20・30）10/4 体育大会見守り
10/15 ～18 伏見南小学校区 小学校立哨当番
10/20 六条ふれあいまつり 模擬店手伝い（少年指導協議会 綿菓子）
11/14 少年指導協議会 定例会出席 11/28 代表委員会
1/23 少年指導協議会 定例会出席
1/30 代表委員会(予定)

環境

10/4 体育大会 見守り
10/7 ふれあい美化作業のアンケート/参加者名簿の作成
10/18 ふれあい美化作業 ペンキ塗り 11/28 代表委員会
1/30 代表委員会（予定）

選考

9/30 推薦用紙開封 集計・推薦者へ案内文作成 面談に向けて打ち合わせ
11/7・16・20 面談 推薦された方と面談 打ち合わせ
11//28 代表委員会
面談・電話等
1/30 代表委員会（予定）

