
①  本日配布した「ＰＴＡ一家庭一役希望調査票」に第4希望まで必ず記入し提出してください。

 ・４月12日（月）までに、上のお子さん(小学校で一番上の学年の子)の担任へ提出してください。

②  担任が希望調査票を基に一覧表にまとめます。

 ・希望者が多すぎる、少なすぎる係を調べ調整を図ります。

③    今年度は希望調査を基に事務局で調整を行い一役を決定させていただきます。

 ・4月のオープンスクールはコロナウイルス感染拡大を防ぐため、実施しないこととなりました。

  そのため、今年度も学級懇談での調整を行うことができません。ご承知起きください。

 読み聞かせボランティア、図書ボランティア、おやじの会については、一家庭一役の中には含まれません。（代表と副

代表のみ、一役となります。）メンバーの募集については、後日、改めて案内を配布致します。

(5年各学級8名）
(6年各学級9名）

(各学級1名)

（2~6年各学級1名）

青パト係
（3/4年各学級3名）
委員補助係

(3～6年各学級2名）
(4年各学級5名）

（各学級2名）校区連巡回係
蔵書ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ係

（1/2年各学級4名）

(4年各学級6名）

(3/4/5年各学級3名）

（1/2年各学級3名）

(3年各学級５名）

(6年各学級1名）

児童トイレ清掃係

（5/6年各学級7名）

花壇係

(2年各学級4名） (5/6年 各学級１名)(2/3年各学級4名）
街頭指導係

学級文庫係
市P連研究大会係（1年各学級5名）

（3/４年各学級1名） (５/６年各学級1名)

環境委員学級委員 安全委員
（各学級2名） （3/4/5/6年 各学級1名）

文化委員

2021年4月7日（水）
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 令和３年度の拓勇小がスタートしました。新しい学年の始まりに、胸を躍らせている子どもたち。そんな子

どもたちの元気な声が響き、学校は活気にあふれています。今年度も、子どもたち、保護者のみなさま、教職

員と三者が手を取り合って、子どもたちが明るく元気に過ごせる拓勇小になるようご協力をお願いします。

 さて、保護者のみなさまと教職員が協力して行う活動の一つにＰＴＡ活動があります。今年度も一家庭から

一人が何らかのＰＴＡ活動に協力する「一家庭一役」で活動を行っていきます。

 今年度は昨年度の活動状況を踏まえ、子どもたちの安全、生活環境の保全を目指した活動を中心に、感染対

策を取りながら活動できる係のみに絞りました。また仕事内容を細分化することで、一家庭の活動時間、負担

が少なくなるように計画をしました。別紙にある「委員の主な仕事」「係の主な仕事」をご覧の上、別紙の

「一家庭一役希望調査票(A4)」に希望を記入し､ご提出ください。

 なお、いろいろとご事情はあるかと思いますが、必ず第4希望までご記入くださいますようご協力をお願い

いたします。希望を基に、できるだけスムーズに一役の調整、決定をめざしたいと考えております。

学級委員会 安全委員会 文化委員会 環境委員会 支援委員会



①

② 学級懇談での一家庭一役調整役

・1.3.5年は令和4年2月の学級懇談後

① 街頭指導旗の準備

○ 7月15日（木）10:15～ ○ 12月16日（木）10:15～

○ 3月17日（木）10:15～

② 街頭指導旗の片付け

○ ○   2月  1日（火）15:15～

○

① 学級文庫

○ 6月10日（木） 15時15分～ ○ 10月22日（金） 15時15分～

②

1日目：7月7日（水） 2日目：7月9日（金）

○ 9:30～10:30 ○ 10:50～11:50 ○ 13:20～14:20

① 児童トイレ清掃用具の準備、サポート

○ 6月7日（月） ○ 6月8日（火） ○ 10月7日（木） ○亜10月8日（金）

・ 活動時間は15:00～15:45を予定しています。

学級委員
各学級2名

担任と保護者の窓口的な役割

・2.4年.新1年は令和4年4月の学級懇談後

活動内容・日時（予定）

※担任と保護者の連携が必要になった場合、窓口となっていただきます。

※調整役は、令和4年2月に学級懇談が実施された場合にお願いします。

PTAだより第１号は拓勇小学校のホームページでもご覧いただけます。

「一家庭一役希望調査」を基に事務局で一役を決定させて頂きます！

安全委員
3～6年

各学級1名

文化委員
3年・4年

各学級1名

環境委員

5年・6年
各学級1名

 新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ観点から、様々な制限ある中ですが、感染対策を徹底

した上で、一家庭一役を進めて参ります。ただし、学級懇談での調整作業等はできませんの

で、今年度も希望調査票を基に事務局で調整を行い、決定させて頂きます。お仕事等いろい

ろとお忙しく選ぶことが大変かと思いますが、必ず第4希望までご記入ください。ご理解、

ご協力をよろしくお願い致します。

4月19日（火）15:15～

8月30日（月）15:15～

・教室でのクリーニング作業をサポートします。

・係の方へ配付する街頭指導セットを準備します。

・PTA室で、係の方から戻ってきた街頭指導セットを確認、片付けをします。

・トイレ清掃用具の準備、活動のサポートをします。

・図書室での本のクリーニング作業をサポートします。

蔵書クリーニング

活動日時については、後日アンケートを取

り、調整します。
皆さんで全ての活動するのではなく、分担

して活動を行います。



交差点に立ち、交通安全旗を持って児童の登校を見守ります。

※

① 2021年8月17日（火）~23日（月）

② 2022年1月18日（火）~24日（月）

③ 2022年4月  7日（木）~13日（水）

夏）2021年 7月21日（水）  18時00分~18時40分

冬）2021年12月24日（金）  16時00分~16時40分

・

６月～１０月の火曜日の全日、水曜日の午後。

児童玄関前にある花壇の草取り、花殻取りをする仕事です。

安全委員会 活動内容・日時（予定）

街頭指導係

【内容】

今年度は、下記の日程のいずれか１回活動を行っていただきま

す。希望調査では、活動エリアのみを選んでいただきます。活動

日は選ぶことはできません。

【日時】   7:40~8:00

  7:40~8:00

  7:40~8:00

※上記の期間で、都合が良い日時を選んでいただきます。

 

 校区連巡回係
3年～6年‥各1名

【内容】 ３グループに分かれ、グループごとに校区内を巡回します。夏又は

冬、どちらか１回に参加していただきます。

①拓勇公園方面 ②白鳥公園方面 ③緑葉公園方面

【日時】

 青パト係
全学年‥各１名

【内容】 青パトに乗車し校区内(拓勇東町）を巡回します。子どもたちの安全

を守り、不審者等への抑止力となります。

青パトを運転するためには、普通免許の他に「青パト免許」が必要とな

ります。警察の方による３０分程度の講習会（6月頃）が本校であり、

それに参加していただければ免許が交付されます。

【日時】

花壇係 【内容】

【日時】

環境委員会 活動内容・日時（予定）

係として連続する2日間が割り振られますので、その2日間内で都合が良い

日時を決め、草取りや花殻取りを行っていただきます。（活動目安30分）
例）6月10日・11日（割り振られた日）→仕事が終わってから10日17時に活動

【内容】

下記の①～④のいずれか1回に参加していただきます。

【日時】 ①６月７日（月） 15時20分～16時20分

②６月８日（火） 15時20分～16時20分

６月１日（火）～１０月２９日（金）

児童トイレの清掃をします。
児童トイレ清掃係

※③の日程は、１日程度、前後する可能性があります。

自宅から離れた場所になった方、出勤前に活動を希望される方など

は、学校の駐車場をご利用ください。

③10月７日（木） 15時20分～16時20分

④10月８日（金） 15時20分～16時20分

活動時間に合わせ託児所を開設します。未就学児童、低学年のお子さんが

いらっしゃる方におすすめです。
託児があります

日時は現時点での予定です。変更もありえますので、ご了承ください。

お子さん連れOK

1年‥各5名
2年‥各4名
3~5年‥各3名
6年‥各1名

1年,2年‥各3名
3年‥各5名
4年‥各6名
5年,6年‥各7名

2年‥各4名

3年‥各4名

4年‥各5名

5年‥各8名

6年‥各9名

お子さん連れOK



① ②

③

④ ⑤

⑥

 このプリントに記載されている活動日時は、３月末に年間を見通し

て決定したものです。新年度がはじまってから、やむを得ず変更する

ことがあることをご承知起きください。

3年､4年‥各2名

PTAだより第１号は拓勇小学校のホームページでもご覧いただけます。

【日時】

下記のどちらか１回、活動していただきます。

②１０月２２日（金）  15時15分～16時15分

図書館にある本の表面の汚れを拭き取ります。
下記の①～⑥のいずれかの日時で、１回活動します。

７月７日（水）

 9時30分～10時30分

支援委員会 活動内容・日時（予定）

市P連研究大会係 【内容】

10月13日（水）午前中  場所…文化会館【日時】

学級文庫係
1年、2年‥各4名

3年～6年‥各2名

７月９日（金）

【日時】

苫小牧市PTA連合会研究大会の教育講演会に参加します。

※クリーニング作業中、お子さんは絵本等を読みながら待つことが

できます。小さなお子さんがいる方におすすめです。

 9時30分～10時30分

13時20分~14時20分

10時50分~11時50分

13時20分~14時20分

蔵書クリーニング係

全学年‥各2名

10時50分~11時50分

【内容】 お子さんの学級にある本の表面の汚れを拭き取ります。

【日時】 ①    ６月１０日（木）  15時15分～16時15分

※クリーニング作業中、お子さんは絵本等を読みながら待つことが

できます。小さなお子さんがいる方におすすめです。

【内容】

③10月７日（木） 15時45分～16時30分
④10月８日（金） 15時45分～16時30分

未定。活動時間は放課後の時間帯。※託児所利用できます。

活動内容・日時（予定）文化委員会

環境委員会 活動内容・日時（予定）

【内容】 トイレ清掃担当委員のお手伝いをしていただきます。トイレ清掃の

サポート、片付け作業をします。

①６月７日（月） 15時45分～16時30分
②６月８日（火） 15時45分～16時30分

委員補助係

お子さん連れOK

5年‥各1名
6年‥各1名

係により募集学年が限定されていたり、人数が違ったりしています。

お子さん連れOK

託児があります


