
令和２(2020)年度 ＰＴＡ活動年間予定

１ 学校行事への参加

・入学式 【 ４月 ６日（月）】

・白鈴祭 【 ９月 25･26日（金・土）】

・合唱祭（PTAコーラス参加）・10周年記念事業 【１１月２１日（土）】

・卒業式 【 ３月１８日（木）】

２ 総会・参観日・学級学年懇談会

・第１回総会・第１回参観日・学年学級懇談 【 ５月 １日（金）】

・第２回参観日・PTA講演会・学年学級懇談 【 ６月１０日（水）】

・第３回参観日・学年学級懇談 【１０月２８日（水）】

・第２回総会・第４回参観日・学年学級懇談 【 ２月１９日（金）】

３ 理事会・総役員会・地区長会

・第２回理事会 【 ４月 ８日（水）】

・第３回理事会・第１回総役員会 【 ４月２３日（木）】

・第４回理事会・地区長会 【 ６月１０日（水）】

・第５回理事会 【 ９月 １日（火）】

・第６回理事会・第２回地区長会(PTA役員選出) 【１０月２８日（水）】

・第７回理事会 【 １月１４日（木）】

・第７回理事会・第２回総役員会 【 １月２８日（木）】

・第８回理事会（第１回理事会）（引継会） 【 ２月１９日（金）】

４ 校外指導部

・パトロール（4月・6月・7/27・8月・10月） ・通学路視察 5/**

・地区懇談会【６月２９日(月)～７月３日(金)】

５ 教養部

・出発の会 【５月 １日（金）】

・会報「ふじみ晴れ」２回発行 部会６回

６ 学年学級部

・学年学級懇談会（４回）（5/1・6/10・10/28・2/19）

・PTA親子作業 【９月１２日（土）】予備日９／１３（日）

・PTAコーラス準備、練習



令和２(2020)年度 ＰＴＡ活動について

ＰＴＡ担当

Ⅰ 令和２年度入学式 ４月６日（月） １２：３０～

・本部役員出席（来賓）…会長祝辞
学級部役員の選出
・新１学年…入学式後（学活→写真撮影→役員選出） ※会場は２年教室
※ PTA会長さんに学級選出学級役員名簿、教養部名簿の記入用紙を渡す。
※１学年の代表（学年学級部副部長）に第２回理事会（４月８日）の開催要項を渡す。

・新 2年生…４月６日 １９：００～ ２年教室
※選出についての説明、補助
※昨年の１学年学級部員さんに学級選出学級役員名簿、教養部名簿の記入用紙を渡す。
※２学年の代表（学年学級部副部長）に第２回理事会（４月８日）の開催要項を渡す。

連絡封筒の用意（全役員） 部会ごと色別にします

Ⅱ 第２回理事会 ４月８日（水） １８：３０～ 於：会議室

・年間計画，予算案，総役員会，前期ＰＴＡ総会・ＰＴＡ歓送迎会等について
※準備するもの

①第２回理事会要項
②令和２年度各部事業計画（案） …各部連絡済み。原案が持ち寄られる予定。
③令和２年度 PTA予算（案） …各部の予算を確認するため ファイル有り

※令和２年度 PTA予算案を予め作成しておく。（家庭数の確認）
④２３日の総委員会通知 （発送の省略…総委員会の確認のため）
⑤令和２年度 PTA総会進行計画（シナリオ） （総会の進行の確認のため）
⑥ PTA出発の会方向検討 ※開催通知作成、家庭配布（集計）

JA富士見の会場押さえは、元年度中に完了している。
具体的な予算や数について、打ち合わせを行う。４月の初旬には連絡を一回取る必要あり。

⑦４月当初の PTA活動確認
※担当職員は各部１名出席するようお願いする。

その他重要なこと

○予算案作成 会計 教務 （PTA印は教頭、通帳＜普通、特別会計＞は教務）
○郡 P（代議員会）の申し込み …予算から出費する。
○ PTA安全互助会の申し込み（期日厳守） …案内の家庭配布（４月７日）
○各種講習会、大会の申し込み （PTA会長さんと確認しながら進める）

１９：３０～ 町通学路視察に関するアンケート集約と町への依頼カ所確認



Ⅲ 総役員会（全体会，各部会） ４月２３日（木） １８：３０～ 於：多目的室

※総役員会 次第 18:30～ 18:50
①ＰＴＡ会長挨拶 内容
②学校長挨拶 ・理事，各部部員出席
③各部担当職員の紹介 ・担当職員紹介
④連絡・その他

※部会 18:50～ 19:20 内容
①各部事業計画について ・理事，各部部員出席
②各部予算案について 質疑 ・担当職員紹介
③その他 ・年間事業計画
④ＰＴＡ会費集金について（校外指導部） ・予算案の立案と発表等

各部担当職員は全員出席して下さい。
校外指導部会（=地区長会）の前半
内容：①ＰＴＡ会費・給食費の集金と納入について等（事務 先生出席依頼、確認）

②校外指導部=地区長会では，通学路等地域安全防災に関わるアンケートのお願い

学年学級部、教養部
①１年間の計画をきちんと審議し，総会にかける内容を確認する。
②予算についても過不足がないか吟味をおこなう。

Ⅳ 第３回理事会 総役員会終了後 ４月２３日（木） １９：３０～ 於：会議室

※第３回理事会 次第
①ＰＴＡ会長挨拶
②学校長挨拶
協議 ①ＰＴＡ事業計画について

②ＰＴＡ予算案について
③前期ＰＴＡ総会及びＰＴＡ出発の会について （役割分担の確認・シナリオで練習）
④第 2回参観日・第１回地区長会・第４回ＰＴＡ理事会の計画
⑤その他（次回の開催日を決定し通知を渡す）

※ＰＴＡ出発の会の予定や流れを示すことができるよう資料を用意しておく。
※第４回理事会（６月）開催通知を渡すことができたら渡しておく。

・各部会で出された事業計画について，修正や問題点の指摘があった部分について話しを出
し，総会ではどうするか方向を出す。

・たぶん，出発の会の申し込みが少ないので，積極的な参加を呼びかける。

Ⅴ 授業参観・ＰＴＡ総会 ５月１日（金）

（１）授業参観 １３：２０～１４：１０
（２）ＰＴＡ総会 １４：２０～１５：００ 於：体育館

※ PTA新役員の紹介があります。ご承知おき下さい。
新任職員の紹介がありますので、集合をお願いします。

（３）学年・学級懇談会 １５：００～１６：４５
於：多目的室（１年） 第１音楽室（２年） 体育館（３年）

（４）PTA出発の会 １７：３０～１９：３０ 於：ＪＡ会館ふじみ
※（依頼済み）…内容・人数要打ち合わせ



第 2 回参観日・第１回地区長会・第４回ＰＴＡ理事会 令和２年６月１０日（水）１８：３０～ 多目的室

日時 令和２年６月１０日（水） １７：００～ 多目的室

議 題

地区長会 ① OKKOH祭巡視計画 ②地区懇談会について ③令和 3年度役員選出について

日時 令和２年６月１０日（水） １７：３０～ 会議室

議 題

理事会 ① ＰＴＡ総会（５／１）反省【口頭で】 （各部）

② 参観日・学年学級懇談会（5/1・6/10）反省【口頭で】 （学年学級部）

③ 地区懇談会、令和 3年度 PTA役員選出について （本部）

④ 町Ｐ通学路視察（５／ ）報告 （本部・校外指導部）

⑤ パトロール①（４／ ）②（６／ ）反省計画について （校外指導部）

⑥ ＯＫＫＯＨ祭り巡視（７／２５）計画について （校外指導部）

⑦ ＰＴＡ講演会（６／１０）反省について （教養部）

⑧ ＰＴＡ会報進捗状況について （教養部）

⑨ 白鈴祭におけるＰＴＡ展示について （本部）

⑩ その他 （事務局）

第５回 ＰＴＡ理事会 令和２年９月１日（火） １８：３０～ 会議室

議 題

① ＯＫＫＯＨ祭り巡視（７／２５）反省 （校外指導部）

② ＰＴＡ親子作業（９／１２）について （本部）

③ 白鈴祭（９／２５・２６）ＰＴＡ展示について （本部）

④ 下校時パトロール③（８／ ）について （校外指導部）

⑤ ＰＴＡ会報進捗状況について （教養部）

⑥ 令和３（2021）年度ＰＴＡ役員選出について （本部）

⑧ その他 （事務局）

第２回地区長会 ・ 第６回 ＰＴＡ理事会 令和２年１０月２８日（水） １８：３０～ 多目的室

日時 令和２年１０月２８日（水） １７：００～ 多目的室

議 題

地区長会 ① 令和３（2021）年度ＰＴＡ役員選出について （本部）

② 下校時パトロールについて（ ／ ） （校外指導部）

日時 令和２年１０月２８日（水） １７：３０～ 会議室

議 題

理事会 ① ＰＴＡ親子作業（９／１２）反省 （本部・学級部）

② 白鈴祭（９／２５・２６）反省 （本部）

③ 下校時パトロール④（ ／ ）について （校外指導部）

④ ＰＴＡ会報進捗状況について （教養部）

⑤ 合唱祭（１１／２１）参加について （学年学級部）

③ 令和３（2021）年度ＰＴＡ役員選出について （本部）

④ 総役員会（１／２８）について （本部）

⑥ その他 （事務局）

日時 令和２年１０月２８日（水） １９：００～ ２年各教室

会場 富士見① ２－１教室 進行地区長（ ）（ ）担当役員（ ）
令和３年 富士見② ２－２教室 進行地区長（ ）（ ）担当役員（ ）
度 本郷 ２－３教室 進行地区長（ ）（ ）担当役員（ ）
PTA 役員 境・落合 ２－４教室 進行地区長（ ）（ ）担当役員（ ）
選出 手順 ①地区選出 正副会長 ②地区選出 正副部長 ③必要に応じて地区長



第７回 ＰＴＡ理事会 ・第２回総役員会 令和３年１月２８日（木） １８：３０～ 多目的室

○総委員会

(1) 全体会 ＜会場；多目的室＞ 18:30～ 18:45
① 会長挨拶

② 学校長挨拶

(2) 各部会 18:45～ 19:15
＜会場＞ ・教養部…音楽室 ・学年学級部…被服室 ・校外指導部…多目的室

① 令和２年度各部年間事業の反省

② 令和２年度各部予算案の反省

(3) 第８回理事会 ＜会場；会議室＞ 19:30～
① 合唱祭（１１／２１）反省【口頭で】 （本部・学年学級部）

② 後期ＰＴＡ総会（２／１９）について （本部）

③ 新旧役員引き継ぎ会（２／１９）について （本部）

④ その他

第８回 ＰＴＡ理事会（引き継ぎ会） 令和３年２月１９日（金） １７：００～ 会議室

(1) 全体理事会
① 会長挨拶

② 学校長挨拶

③ 新旧役員自己紹介

(2) 各部会
① 各部年間事業の引き継ぎ

② 各部予算案の引き継ぎ

(3) 新年度第１回理事会
① 新会長挨拶

② 学校長挨拶

③ 今後の活動について（本部）

・年度当初の動き，３役がいつ集まるか，

・各部で総会資料の作成をおこなって来る等の確認をおこなう


