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ようこそ汐入小PTAへ 

　本校PTAでは、全会員の方に在学中、児童1人につき1回
は、役員や委員、卒業対策係として、PTA活動への参加をお
願いしています。 
　PTA規約だけでは活動の内容がわかりづらいと思い、この
ページを作りました。 
　役員や委員、係決めの際はもとより、PTA活動を深めるた
めにぜひ活用してください。 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ご来校に際してのお願い 
　 

保護者会や授業公開日、PTA活動など、来校する際は下記の
事項を徹底してください。よろしくお願いします。 

※ 必ず保護者証を見えるように身につけてください。 

※ スリッパ等の上履きをお持ちください。学校のスリッパ 
    は使用できません。 

※ 下駄箱の上には靴を置かないでください。 

※ 靴やブーツ等はご自分のお子さんの下駄箱に入れるか、 
    お手持ちの袋に入れて持ち歩いてください。 

※ 車・バイク・自転車での来校はしないでください。 

なにとぞ皆さまのご理解とご協力をお願いしま
す。 

4
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汐入花子



PTA会費について 
　PTA会費は年額3,000円です。 
　給食費や教材費と同じく、ゆうちょ銀行の口座より５月
に引き落としとなりますので、ご準備をお願いいたします。
在籍のお子さんが３人以上の場合、３人目よりPTA会費は免
除となります。 

PTA総合補償保険について 
　総合補償保険には全員一括で加入しています。お子さんは
もちろん、保護者の方も校内のPTA行事でケガなどをした場
合には保険がおりますので、ご連絡ください。 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PTA集会

PTA総会 
　年2回　全会員出席 
　４月総会 
　　前年度決算の承認 

　　新年度計画と予算の審議 
　３月総会 
　　会計監査委員の選出 
　　顧問・参与の承認 
　　新役員の承認

常任委員会 
　各委員会ごと必要に応じ 
　開きます。　 

※ 学年委員会 

※ 校外指導委員会 

※ 成人委員会 

※ 広報委員会 

実行委員会 
　年３回　役員 
　　　　　　 各正副委員長 
　　　　　　 学年委員全員出席 
　７月・１２月・３月 
　　主に各委員会ごとの活動内容の 
　　報告と予定などを話します。

役員会 
　月１回程度　校長先生 
　　　　　　        役員出席 
　　学校行事や地域行事等について 
　　話し合います。

臨時委員会 
　　役員会で必要と判断された時、 
　　必要に応じてメンバーを構成し 
　　ます。



 
年間行事予定 

赤文字・・・学校行事 
青文字・・・地域行事 

PTA 学校

4月 入学式お手伝い 
第１回常任委員会 
４月総会

始業式・入学式 
保護者会

5月 歓送迎会　広報研修会 
わんぱく相撲お手伝い 
荒教研教育講演会 
運動会お手伝い

離任式 
運動会 

6月 開校記念菓子配布 開校記念日

7月 社会を明るくする運動広報活動 
第１回実行委員会 
鉄人レースお手伝い

保護者会 
終業式 
個人面談

8月 夏休みパトロール 
汐入まつりお手伝い

夏季休業

9月 わくわくまちあるきお手伝い 
PTA講演会

始業式

10月 連合運動会のお手伝い 
なかよしまつりお手伝い

学校公開週間 
連合運動会
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　【その他年間活動】 
　　　・地区別研修会 
　　　・給食試食会（成人） 
　　　・講演会（成人） 
　　　・手芸講習会（学代） 
　　　・「汐入だより」発行（広報） 

PTA 学校

11月 文化会お手伝い 
汐入文化祭出展

文化祭 
（展覧会・音楽会・学芸会）

12月 第２回実行委員会 
社会を明るくする運動パレード参加 

保健講演会

保護者会 
持久走記録会 
汐入まつり 
終業式

1月 たこあげ大会お手伝い 
もちつき会

始業式 
席書会　書初め展 
もちつき会

2月 会計監査 ６年生を送る会

3月 第３回実行委員会 
３月総会 
卒業式お手伝い

保護者会 
感謝の会 
卒業式・修了式
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　PTA会員となられた保護者の方々には、PTA活動に参加していた
だいております。 
　子どもたちの生活の向上や安全のために考えられた活動ですの
で、ご協力をお願いします。 

校庭利用当番 

土曜日の午前と日曜・祝日の午後に、校庭を遊
び場として開放しています。４～５名ずつ当番
制で見守りをお願いしています。 
成人委員より当番表を配布します。 

あいさつ運動 

毎朝、通学路で子どもたちの登校を見守り、あ
いさつをしています。４月始業式より当番を開
始します。当番表をPTAより配布します。 
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PTA活動について
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授業公開日の受付 

４月からの土曜授業公開日と１０月の学校公開
週間に、玄関で保護者の受付をお願いしていま
す。当番表をPTAより配布します。 

夏休みパトロール 

夏休み期間中の夜間パトロールをしています。
汐入東小・三中・汐入父親の会・町会防犯部・
荒川警察署・荒川消防署の共同で行っていま
す。夏休み前に校外指導委員より巡回パトロー
ル当番表を配布しています。 

地域活動のお手伝い 

わんぱく相撲　　　南千住なかよしまつり 
社明広報活動　　　社明パレード 
汐入鉄人レース　　たこあげ会 
汐入まつり　　　　 
わくわくまちあるき探検隊 
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　PTA全体の仕事をまとめ、活動しやすくするために自主的に動く
のが役員です。 
　役員全員で、随時PTA活動について協議し、学校行事や地域行事
のお手伝いなどをしています。 
　毎年１０月ごろ、指名委員会より公募のお知らせを出します。 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役員の紹介
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14

会長 

会を代表し、近隣の
学校や地域の行事に
出席しています。

専門役員 

行事に応じて選出
し、各行事の円滑な
遂行を行います。

会計 

会員から集金した会費を
集計、管理しています。

副会長 

会長を補佐する
役割です。

書記 

PTAに関する資料と
お知らせを作ってい
ます。

会計監査委員 
　年度末にPTA会費の帳簿と請求書のチェックをして
います。必要に応じて、学校行事等のお手伝いを役員と
一緒に行います。
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　PTA活動をスムーズに行うために、４つの委員会に分かれて活動し
ています。学年ごとに希望をとり選出しています。希望者多数の場
合は抽選となります。 

学年委員 
　　・学年の連絡係 
　　・講習会の開催 
　　・実行委員会に出席 
　　・指名活動 
　　・PTA総会への出席 
　　・学校・PTA・地域の行事のお手伝い 

校外指導委員     
　　・夏休みパトロールの実施 
　　・もちつき会の実施 
　　・三中地区生活指導連絡協議会への出席 
　　・PTA総会への出席 
　　・学校・PTA・地域の行事のお手伝い 
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常任委員の紹介



成人委員 
　　・給食試食会の開催 
　　・講演会の開催 
　　・校庭利用の実施 
　　・PTA総会への出席 
　　・学校・PTA・地域の行事のお手伝い 

広報委員 
　　・区内合同の広報研修会に出席 
　　・「汐入だより」の制作・発行 
　　・PTA総会への出席 
　　・学校・PTA・地域の行事のお手伝い 

卒業対策係（６年生のみ） 
　　・「感謝の会」の開催 
　　・卒業記念品の選定・発注　 
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　汐入小・汐入東小両校のPTA公認団体で、両校に在籍するお父さ
ま方で構成されています。 
　両校の行事や地域のイベントに参加し、活躍しています。 
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汐入父親の会の紹介
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