
   

 

   

 

 

令和４年度 定期総会議案書 

             （書面議決） 

 

 

☆期 日  令和４年４月２３日（土） 

 

 

 

   

【定期総会次第】 

  

 

 

 

   議事 

 

    １．第１号議案 令和３年度 活動報告の承認について        （ｐ２～４） 

    ２，第２号議案 令和３年度 会計報告の承認について        （ｐ５） 

    ３，第３号議案 令和４年度 役員及び会計監査委員の承認について  （ｐ６） 

    ４，第４号議案 令和４年度 事業計画（案）について        （ｐ６～７） 

    ５，第５号議案 令和４年度 予算（案）について          （ｐ８） 

    ６，第６号議案 規約の一部改正について              （ｐ９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福生市立福生第七小学校 PTA 

 

  



福生市立福生第七小学校 PTA 定期総会議案書  

 

 2  

 

 

【令和３年度 本部役員会 活動報告】 

活動日 事業及び活動内容 

令和３年 ４月１２日 

       １３日 

令和３年度 学年委員選出 

    〃 

     ４月２４日 PTA 定期総会（書面議決） 

     ５月２６日 見守りボランティア 募集 

     ５月３１日 PTA 保険加入 

     ６月２８日 第１回本部役員会 開催 

     ８月２７日 通学路点検 アンケート実施 

     ９月 ８日 七小 （意見協力）運動会について 

     ９月２４日 通学路点検 実施 

    １０月 ６日 令和４年度 本部役員選出 

    １０月１９日 福生市（意見協力）ふっさっ子スタンダード 改定にあたり 

    １０月２０日 七小 （意見協力）七小エールウィークについて 

    １０月２７日 七小 （意見協力）令和４年度学校行事日程について 

    １１月１６日 七小 （意見協力）個人情報の取り扱いについて 

    １１月２３日 見守りボランティア 参加者アンケート実施 

    １２月１１日 令和４年度 本部役員候補 顔合わせ 

    １２月２３日 PTA 便り 配布（見守りボランティアアンケート結果） 

令和４年 １月１７日  災害対策 「消毒用アルコール購入」 

     ２月２１日 入学説明会 PTA 資料配布 

     ２月２５日 第２回 本部役員会 開催 

     ３月 ５日 第１回 運営委員会 開催 

     ３月 ９日 令和３年度 通学路点検 結果報告 配布 

     ３月１８日 運営委員会便り 配布 

 

【令和３年度 学年委員会 活動報告】 

活動日 事業及び活動内容 

令和３年 ９月 ８日 七小 （意見協力）運動会について 

    １０月１９日 福生市（意見協力）ふっさっ子スタンダード 改定にあたり 

    １２月２１日 広報誌 「てんとうむし」 発行 

令和４年 ３月２５日 令和３年度 卒業生 記念品 贈呈 

     ４月１１日 

       １２日 

令和４年度 学年委員選出 

     〃 
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【令和３年度 PTA サークル 活動報告】 

 

＜＜Yonde！＞＞ 

活動日 活動内容 

令和３年 ５月 今年度活動内容について学校側と打ち合わせ 

サークル会員募集チラシの作成、配布 

     ９月２１日 オンラインでの読み聞かせ（５，６年生） 

     ９月２４日      〃      （３，４年生） 

     ９月２８日      〃      （１，２年生） 

    １２月 ３日      〃      （全学年） 

令和４年 １月 児童へ配布するミニ絵本の作成 

     ２月 ８日 オンラインでの読み聞かせ（全学年） 

     ３月 ６年生に『卒業を祝う読み聞かせ』の動画を配信 

その他       月に２冊づつ、図書室の「ヨンデ！コーナー」に絵本を陳列紹介する活動を６回行いました 

 

 

＜＜おやじの会＞＞ 

日時  内容  参加生徒  備考 

7 月 22 日（木・祝） 

 9 時～12 時 

カブクワ  

TAKEOUT 大作戦 

事前申込 26 名  

当日飛入参加+α  

保護者のみなさん 

・コロナ対策として、過去の  

現場に赴いての「捕獲」で は

なく、カブクワに七小に 来

ていただいて「持ち帰る」形

態での実施とした 

１１月７日（日） 

 9 時～11 時 15 分 

みんなで走るぞ大作戦 

 Day１ 

事前申込１７名  

当日飛入参加+α  

保護者のみなさん 

・コロナ対策及び体力差を考  

慮し、低学年と高学年に分け

て実施した  

・福生高等学校陸上部のみな

さんにご協力をいただいた  

・陸上部のみなさんのご厚意

に甘え、欲をだして 2 日開 

催としたが、参加人数分散 

を生んでしまった 

１１月１４日（日）  

9 時～11 時 15 分 

みんなで走るぞ大作戦 

 Day２ 

事前申込 2１名  

当日飛入参加+α  

保護者のみなさん 
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＜＜まなぼ～会＞＞ 

活動日 活動内容 

令和３年１１月２９日 漢字検定申込書配布 

    １２月 ３日 漢字検定申込書受付（会議室にて集金） 

令和４年 １月 ８日 漢字検定 検定料払い込み 

     １月１４日 漢字検定開催 

     ２月２２日 漢字検定 合否結果 配布 

 

 

＜＜美花倶楽部＞＞ 

活動日 活動内容 

令和３年 ５月２２日 

       ２３日 

春の花いっぱい運動 

   〃 

     ６月２０日 雑草抜き・落ち葉掃き 

     ７月１１日    〃 

    １０月３１日    〃 

    １１月１４日    〃 

    １１月２１日 秋の花いっぱい運動 

    １２月１９日 落ち葉掃き・滝前草刈り 

令和４年 １月１６日    〃 

     ２月２０日 滝前整備 

     ３月２０日 寄せ植えリニューアル 

・「今年度も楽しく活動することができました。皆様のご協力ありがとうございました。」 
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【令和４年度 本部役員 一覧表】 

役職 保護者 学校教員 

会長 木村 敦史   (5-1)  

副会長 田上 茜    (3-2) 

浅見 貴代美  (3-2) 

佐藤 友美   (4-1 . 3-2 . 1-2) 

山澤 博子   (5-1) 

中村 将行（副校長） 

書記 和栗 美帆   (3-2) 

米山 ひとみ  (3-1 . 1-1) 

吉成 亮 

会計 内倉 陽子   (5-1 . 3-2) 

小林 亜希   (5-1) 

坂本 栄子 

会計監査 清水 真弓   (4-1) 

森田 理彩   (4-1 . 1-2) 

川上 倫子 

【令和４年度 PTA 活動方針】 

※今はまだコロナ禍が続き厳しい状況ですが、できる範囲で子ども達のため学校と協力して活動をしていく所存です。 

・子供たちの真の幸せを願って、会員相互が力を寄せ合い、より良いＰＴＡを育てていく。  

・学校の教育方針の理解に努めるとともに、教育活動への協力を図る。  

・ＰＴＡ組織内の活動内容の充実に努める。  

・広報活動を通し、ＰＴＡ活動内容の周知ならびに会員相互の交流が図れるように努める。  

・ＰＴＡ組織は、相互に協力し合い、すべての活動が円満に行われるように努める。 

  【令和４年度 PTA 活動計画（案）】 

＜＜本部役員会＞＞ ※新型コロナウイルスの感染状況によっては変更となる場合がございます。 

・定期総会の開催（書面決議）（４月２3 日）  

・運営委員会の開催（年３回／１回目 ４月２３日、２回目 ９月１０日、３回目 ３月４日） 

 ※２回目は、重要な議案がなければ書面開催。  

・本部役員会の開催（年３回／４月９日、２回目以降は未定）  

・運営委員会だよりの発行  

・各委員会活動およびサークル活動・ボランティア活動が自主的に活動できるように支援する。  

・学校行事への参加・協力（入学式、運動会、学習発表会、卒業式等）  

・市Ｐ連行事は、市から要請があれば協力する。  

・地域の方々と協力し子供たちの安全と笑顔のために活動する。（通学路安全点検等） 

・見守りボランティア。車や自転車への見守りプレート掲示、外出時カードケースを付けての見守りなど。  

・来年度本部役員および会計監査委員の選出に関すること。 
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＜＜常設委員会＞＞ 

『学年委員会』 

・学年のこども１１０番としての PTA とクラスの架け橋役 

・常設委員会の開催 

・運営委員会への出席（委員長） 

・年に１回程度の広報誌の発行 

・卒業生への記念品贈呈 

・PTA 活動全般のお手伝い 

 

＜＜PTAサークル＞＞ 

『Yonde！』 

・コロナ感染対策の状況に応じて、学校を相談しながら可能な範囲で読み聞かせ活動を実施します。 

 

『おやじの会』 

開催時期 内容 備考 

１学期 ヤゴ救出大作戦！  ・コロナ前、令和元年度以来の開催 

カブクワ TAKEOUT 或いは捕獲大作戦！ ・コロナ状況とカブクワのご機嫌次第で

開催可否と実施 形態を考えていく 

２学期  みんなで走るぞ大作戦！ 過去４回実績とコロナ状況を踏まえ内容

を考えていく （H３０・R1 沖山さん/R2

ナツナツ先生/R３福生高校） 

３学期  ○○大作戦！  今後考察 

他  バスのいろいろ大作戦！ 立川バスより協力内諾あり  

昨年承諾を得たがコロナで保留 

・過去２年同様、コロナ状況を前提とした活動を予定しています。 

・令和４年度こそは、おかあさん方の会への参加を目指します 

 

『まなぼ～会』 

・給食試食会は見送り 

・令和５年１月に漢字検定開催 

 

『美花倶楽部』 

・学校周辺の美化活動 
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【規約の一部改正（案）】 

 

＜＜①規約の一部改正＞＞ 

第１０章 会議 

１９条２ 運営委員会（１） 

改定前  改定後 

運営委員会は、役員と各クラスの代表者、常設委員

会と専門委員会の代表者、教職員担当委員、および

PTA活動サークルの代表者で構成し、次の事項の審

議及び連絡調整を行います。 

運営委員会は、役員、常設委員会と専門委員会の代

表者、教職員担当委員、および PTA 活動サークル

の代表者で構成し、次の事項の審議及び連絡調整を

行います。 

 

＜＜②規約の追加＞＞ 

第１０章 会議 

１９条２ 運営委員会（２） 

（２）常設委員会と専門委員会については、代表者以外も必要に応じて招集することができる。 

 

＜＜今回の規約改正について＞＞ 

①規約の一部改正 

 現在の上記規約にある「クラスの代表者」は、令和２年度に廃止された「クラス委員」であるため、規

約より削除いたします。 

②規約の追加 

 常設委員会、専門委員会共に、より多くの会員が参加できる様に、必要に応じて代表者以外の委員も招

集するできるという一文を追加いたします。 

 


