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「委員引き受けカード」等で，父母教師会が取得した個人情報は，中山小学校父母教師会 

及び仙台市 PTA 協議会の活動等に必要な場合に限って使用いたします。 

 

  

 

 

令和４年４月１２日   

中山小学校父母教師会  
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活動報告書 (１) 

 

役員会・運営委員会 学年連絡会 

  

４月 中山小学校ＰＴＡ入会式 

   書面総会 

６月 プール清掃手伝い 

体操着販売 

 ９月 通学路危険箇所の相談 

１０月 合同調整会 

    地区巡視の試験導入 

    ベルマークこどもボランティア開始 

１１月 体操着販売 

 ４月 ＰＴＡ入会式・ＰＴＡ総会開催 

＊必要に応じ役員会開催・おたより発行 

 

５月 とびのこ発表会受付 

９月 次年度ＰＴＡ委員選考準備 

＊年間を通して「ベルマークだより」発行 

 

 

 

 

 

 

地区連絡会 

 

４月 新入生下校指導 

１２月 次年度新地区長選出 

２月 子ども会入会作業 

 

研修交流委員会 広報委員会 

  

２月 活動目標，年間計画立案 

９月 ＰＴＡフェスティバル準備 

    （学校紹介作成） 

１０月 ＰＴＡフェスティバル（Ｗｅｂ版） 

への学校紹介出品 

 ２月 次年度への引継ぎ 

 

２月 活動目標，年間計画立案 

５月 とびのこ発表会の撮影 

１０月 広報誌作成 

１２月 ＰＴＡ会報「なかやま」発行 

 ２月 次年度への引継ぎ 

環境育成委員会《校内》 環境育成委員会《地区》 

 

２月 活動目標，年間計画立案 

４月 春の交通安全週間横断幕設置撤去 

６月 プール清掃 

   美化活動 

９月 秋の交通安全週間横断幕設置撤去 

１０月 美化活動 

２月 次年度への引継ぎ 

 ３月 美化活動 

 

２月 活動目標，年間計画立案 

４月 春の交通安全指導（地区巡視）実施 

５月 危険箇所点検  

９月 秋の交通安全指導実施 

１１月 地区巡視について意見交換 

１２月 次年度新環境育成（地区）委員選出 

 ２月 次年度への引継ぎ 

 

＊年間を通して地区巡視，環境育成だより発行 
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活動報告書 (２) 

 

１学年委員会 ２学年委員会 

 

２月 年間活動計画立案 

５月 とびのこ発表会受付 

ベルマーク集計 

９月 次年度ＰＴＡ委員選考準備 

１２月 ベルマーク受け取りと発送 

２月 次年度への引継ぎ 

 

２月 年間活動計画立案 

５月 とびのこ発表会受付 

ベルマーク集計 

９月 次年度ＰＴＡ委員選考準備 

１２月 ベルマーク受け取りと発送 

２月 次年度への引継ぎ 

３学年委員会 ４学年委員会 

 

２月 年間活動計画立案 

５月 とびのこ発表会受付 

ベルマーク集計 

９月 次年度ＰＴＡ委員選考準備 

１２月 ベルマーク受け取りと発送 

２月 次年度への引継ぎ 

 

２月 年間活動計画立案 

５月 とびのこ発表会受付 

ベルマーク集計 

９月 次年度ＰＴＡ委員選考準備 

１２月 ベルマーク受け取りと発送 

２月 次年度への引継ぎ 

 ３月 学校用品等選定委員会出席 

５学年委員会 ６学年委員会 

 

２月 年間活動計画立案 

５月 とびのこ発表会受付 

ベルマーク集計 

９月 次年度ＰＴＡ委員選考準備 

１２月 ベルマーク受け取りと発送 

２月 次年度への引継ぎ 

３月 学校用品等選定委員会出席 

 

２月 年間活動計画立案 

５月 とびのこ発表会受付 

ベルマーク集計 

９月 次年度ＰＴＡ委員選考準備 

１２月 ベルマーク受け取りと発送 

卒業式準備（記念品・コサージュ） 

２月 次年度への引継ぎ 

３月 卒業式 

３月 学校用品等選定委員会出席 
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活動計画(１)（案） 

 

※今年度のＰＴＡバザーは行わないことに決定しました。 

※今年度の夏季プール開放は中止が決定しました。 

役員会・運営委員会 

◆校舎の建替中も、子どもたちの学校生活が 

安全に楽しく過ごせるように皆で助け合い、活動しよう！ 
 

・役員会の開催 

・運営委員会の開催（全３回） 

・中山中学校区健全育成総会出席 

・「中山中学校区健全育成講演会」出席 

（中山中・川平小・中山小） 

・ＰＴＡ総会の開催 

・おたより発行（必要に応じ） 

・ＰＴＡ入会式 

・とびのこ祭り ・学区民運動会 

・スポーツフェスティバル ・五校連絡会 

学年連絡会 地区連絡会 

◆みんなで協力し、 

楽しい活動にする 
 

・運営委員会出席 

・とびの子まつり準備 

・学区民運動会準備 

・学芸会お手伝い 

・ベルマーク集計 

・次年度委員希望者リストアップ 

・ＰＴＡ総会 

・新年度委員準備・引継ぎ 

 
 

◆ みんなで協力して 

一年間頑張りましょう！ 

・運営委員会出席 

・下校指導 

・中山中学校区健全育成総会出席 

・次年度地区役員選出 

・地区連絡会引継ぎ 

・新１年生分子ども会入会届受け取り 
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活動計画(２)（案） 

研修交流委員会 広報委員会 

◆明るく楽しく笑顔で 

・年間活動計画立案 
・運営委員会出席  
・運動会来賓受付  
・とびのこまつり手伝い 
・学区民運動会来賓受付 
・ＰＴＡフェスティバル 
・学芸会来賓受付 
・新年度委員準備,引継ぎ 

◆全員で協力し合い 

発行できるように頑張る 

・年間活動計画立案 
・運営委員会出席 
・入学式での写真撮影 
・運動会での写真撮影 
・学芸会での写真撮影 
・広報紙発行 
・新年度委員準備,引継ぎ 

環境育成委員会《校内》 環境育成委員会《地区》 

◆みんなで協力して美化活動 

・年間活動計画立案 
・運営委員会出席 
・交通安全週間横断幕の設置（年２回） 
・花壇整備（年３回） 
・プール清掃参加 
・「中山中学校区健全育成講演会」出席 
（中山中・川平小・中山小） 

・新年度委員準備,引継ぎ 

◆地域でまもる， 

地域の子供の安心，安全 

・年間活動計画立案 
・運営委員会出席 
・春の交通安全指導 
・地区だより発行（年 5 回） 
・秋の交通安全指導 
・危険箇所点検 
・学区民運動会準備・手伝い 
・新年度委員準備,引継ぎ 

各学年委員会（１学年～６学年） 

◆１学年：笑顔と協力と思いやりの心で活動する 

◆２学年：力を合わせて、楽しく活動する 

◆３学年：コロナ禍でも子供たちに思い出が残るよう、 

みんなで協力して負担なく楽しく活動する 

◆４学年：協力しながら一年間活動を円滑に進めていく 

◆５学年：皆で協力して、無理せず楽しく活動する 

◆６学年：コロナ禍でも力を合わせて１年間楽しく活動しよう 
 
・年間活動計画立案       ・「学年だより」発行（必要に応じ） 
・学芸会手伝い         ・運営委員会出席 
・学年行事の開催        ・とびの子まつり手伝い 
・ベルマーク発送        ・学区民運動会準備手伝い 
・委員会の開催         ・新年度委員準備，引継ぎ 

・次年度委員希望者リストアップ ・卒業式準備（６学年委員） 
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会計報告（３ページ），バザー会計報告（４ページ）と予算（案）（７ページ）の補足について 

 

 

《令和３年度ＰＴＡ会計報告および令和３年度ＰＴＡバザー会計報告の監査について》 

令和３年度ＰＴＡ会計報告および令和３年度ＰＴＡバザー会計報告の監査について，２名の

会計監査委員による監査は完了しており，原本には署名捺印がされていますが，個人情報保護

の観点から，ホームページには名前を掲載しませんでした。 

 

《令和３年度ＰＴＡ会計報告→支出の部→７安全対策費について》 

  令和４年度から地区巡視方法を変更することに伴い、ＰＴＡ委員に配付するビブスを購入し

ました。（３６，０００円） 

 

《令和３年度ＰＴＡ会計報告→支出の部→１４予備費について》 

体育館のジェットヒーターが故障したため，新しいジェットヒーターを購入しました。 

 

《令和３年度バザー会計報告》 

令和３年度もバザーを開催できなかったため，体操着販売日を設け，在校生や卒業生の御家

庭から寄付していただいた体操着を販売し，その売上金をバザーの収入として計上しました。 

体操着販売日        売上高 

１）令和３年 ６月１９日   １，４２０円 

２）令和３年１１月２０日     ３３０円 

 

《令和４年度予算（案）》 

令和４年度の仙台市小・中学校の夏季プール開放事業が中止となりましたので， 

令和４年度予算(案)→支出の部→８プール運営費は予算無しにしました。 

 

《令和４年度予算（案）→１３ボランティア活動補助費》 

  ボランティア活動補助費の項目を新設し、下記を予算として計上します。 

  ・とびのこボランティア  → 研修補助費からボランティア活動補助費へ 

  ・図書ボランティア    → 児童活動補助費からボランティア活動補助費へ 

  ・ベルマークボランティア → 今年度から予算計上 

 

《令和４年度予算（案）→１５予備費》 

  仮校舎への移転前後に伴う支出や，校舎お別れ会等のイベント（未定）を開催する際は，予

備費から支出します。 

 

 

《令和４年度予算（案）→１４雑費について》 

 ゆうちょ銀行の硬貨取扱料金新設に伴い，学年費やＰＴＡ会費等の集金でかかる銀行手数料

を予算に計上します。 

 

以上 
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