
基本的には毎年、一家庭一役をお願いしています。
本部役員は、任期満了後、免除期間が2年あります。任期・係決め

PTAでは、ホームページを運用し、活動の情報や学校・地域の情報を発信しています。
また、オンライン決議やSNSを活用したやり取りなどPTA活動の円滑かつ負担を減ら
す取り組みを実施しています。

PTAからイベントごとの情報発信だけでなく、オンラインア
ンケートの実施や電子決議の導入などを進めています。

ビジネスツールSlackを導入して、各係や議題ごとにオンラ
イン・コミュニケーションを実施しています。会議体を減らし
たり、PTA活動推進のスリム化を推進しています。

情報発信

●スマートフォンやパソコンなどインターネット環境が
あると便利です。
●この冊子は6年間、大切に保管して下さい。
●本冊子記載の内容は、2020年12月のものであり、
行事・係の内容・人数などは、変更になる可能性が
あります。

●PTAの目的や方針はPTA規約をご覧ください。
PTAのホームページに掲載しています。

根津小学校PTA 公式ホームページ 
https://www.nezu-pta.com/

根津小学校　PTA広報委員会発行
「根津だより」

初回保護者会
各クラス２名を
選出・決定

初回委員総会
学級委員の中で
各係の一役長を決定学級委員

（任期1年）

前年度9～10月
全保護者対象にアンケート実施
・立候補の意思・検討の可否

前年度内
選考委員会で
候補者選出

最終意志を確認
して決定本部役員

（任期2年）

4月
希望調査 希望が偏った場合など、

ご希望に添えない場合も
あります。予めご了承下さい。

学級委員による割り振り

一役
（任期1年）

ホームページによる情報発信

SNSの活用

初回保護者会
各学年２名を
選出・決定広報委員

（任期1年）

初回広報委員会
委員の中から広報委員長と
副委員長を決定

根津小学校PTAご案内

PTA
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先生たちとの連携を図り、学校、地域の活動をサポートしながら、子供たちの
成長を見守ります。

地域イベントの多い根津小学校ならではの
PTAの役割があります。

定期的に報告・相談を行なっています。

根津小学校の子供たちは、様々な行事を通して地域の方々に見守られ、お世
話になっています。子供たちを支える地域団体をご紹介します。

子どもたちと地域の活性化を目指す
文京区の青少年のすこやかな成長を目的に活動している
ボランティア団体。区内には9つの青少年健全育成会があり、
町会、PTA、民生・児童委員、保護司、青少年委員、
スポーツ推進委員等が力を合わせ、
さまざまなイベントを区や学校と協力し実施しています。
主な活動
どじょうつかみ、もちつき、雪あそび、九地区こどもまつり

顧問
（前会長）

顧問
（前会長）

会長

会長

副会長

本部役員

本部
役員

書記

会計

一役学級委員
兼　一役長

顧問
（前会長）

会長 本部
役員

各家庭

一役

一役

学級委員
兼　一役長

学級委員
兼　一役長

一役長

広報委員広報委員長

広報
委員長

代表者

サークル
代表者

情報発信・連絡情報発信・連絡

情報発信情報発信
スポーツサークル 広報委員

各係 各係

本部役員

連絡・情報共有連絡・情報共有

連絡・情報共有連絡・情報共有連絡・情報共有連絡・情報共有

連絡・情報共有連絡・情報共有

運動会 どじょうつかみ大会 地域班清掃 七ヶ町夏季レク 盆踊り

根津神社例大祭 下町まつり もちつき大会 小P連スポーツ大会 親子ふれあい活動

委員総会・運営委員総会 本部役員会

学校長
副校長

学校と地域のパイプ役・コーディネーター
青少年委員は、文京区教育委員会から委嘱され、
担当の学校や地域にて、行政と連携しながら

広く子どもたちの支援を行っています。
主な活動

クリーンウォーク、中学生サミット、
コミュニティプラザなど

学校支援地域本部
学校教育を支援する
地域全体で学校教育を支援する活動です。
文京区では、令和2年度は、区立小学校16校、
区立中学校7校に学校支援地域本部が設置されています。
主な活動
学校教育支援活動として、プール隣の畑を整備、昔遊び（1年）、
七輪体験（3年）の授業支援コーディネート、
和太鼓クラブ指導者のコーディネートなど

地域活動の中で、子どもたちを見守る
根津と弥生の七つの町会から構成されている地域活動団体。

連合会長は、学校連絡協議会にも参加し、学校とも連携することで、
地域として子どもたちを見守っています。

※学校連絡協議会…学校運営や、教育指導について話を聞き、
保護者や地域の声を学校運営に生かす仕組みです。

主な活動
夏季レクリエーション、根津神社例大祭、各町会イベント

保護者と教職員による教育支援団体です。
保護者と教職員が連携し、学校・地域の活動を通じて、子供たちの成長を支援しています。

根津小PTA

青少年委員

根津弥生七ヶ町連合会

各係がお手伝いする年間の行事

各会議・委員総会

PTAの役割分担

（不定期：年7回程度、各2時間程度）

各行事の進行や係など
PTA全体運営についての話し合いの場

（各学期毎＝年3回、各1時間）

各学級委員、広報委員、
3サークル代表から
の活動報告の場

※時期・頻度・具体的な実施内容はＰ3以降にて紹介

子供のビッグイベント。
学校のイベントに地域
から様々な方がいらっ
しゃいますのでPTAで
サポートします。

消防団の放水を浴びな
がら、どじょうつかみを
楽しむイベント。PTA
が運営の補助を行いま
す。

夏休み最初の土曜日、
ラジオ体操をしてから
町会ごとに班に分かれ
PTA主催でゴミ拾いを
します。

ゲームや制作が盛り沢
山の夏のお祭り。PTA
ではそれぞれのコーナ
ーを担当します。

根津神社で開催される
盆踊りに合わせて見回
りを行い、子供たちの安
全をサポートします。

根津・千駄木エリア各
所で様々な催しが開催
されます。PTAでは、根
津神社内の子供広場の
お手伝いをします。

毎年PTA主催のもと、
親子で楽しめるイベン
トを企画します。

大人も子供も熱狂の根
津神社例大祭。縁日も
夜遅くまで続くので、見
回りを行い子供たちの
安全をサポートします。

根津小の各PTAサーク
ル（バレーボール、卓球、
バスケ）が小P連主催
の大会に参加します。

健全育成会主催のもち
つき大会。前日の米と
ぎと、当日はつきたての
お餅を子供たちに配る
お手伝いをします（お
餅のお土産付き）
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係・本部で
対応するイベント

定期イベント（年によって変更されることがあります。） 不定期イベント

毎年
１つ何かの一役

子供1人につき
6年間で一度は
学級委員または
広報委員を担当

家
庭
教
育
講
座

地域との関わり

PTAとは

青少年健全育成会
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先生たちとの連携を図り、学校、地域の活動をサポートしながら、子供たちの
成長を見守ります。

地域イベントの多い根津小学校ならではの
PTAの役割があります。

定期的に報告・相談を行なっています。

根津小学校の子供たちは、様々な行事を通して地域の方々に見守られ、お世
話になっています。子供たちを支える地域団体をご紹介します。

子どもたちと地域の活性化を目指す
文京区の青少年のすこやかな成長を目的に活動している
ボランティア団体。区内には9つの青少年健全育成会があり、
町会、PTA、民生・児童委員、保護司、青少年委員、
スポーツ推進委員等が力を合わせ、
さまざまなイベントを区や学校と協力し実施しています。
主な活動
どじょうつかみ、もちつき、雪あそび、九地区こどもまつり

顧問
（前会長）

顧問
（前会長）

会長

会長

副会長

本部役員

本部
役員

書記

会計

一役学級委員
兼　一役長

顧問
（前会長）

会長 本部
役員

各家庭

一役

一役

学級委員
兼　一役長

学級委員
兼　一役長

一役長

広報委員広報委員長

広報
委員長

代表者

サークル
代表者

情報発信・連絡情報発信・連絡

情報発信情報発信
スポーツサークル 広報委員

各係 各係

本部役員

連絡・情報共有連絡・情報共有

連絡・情報共有連絡・情報共有連絡・情報共有連絡・情報共有

連絡・情報共有連絡・情報共有

運動会 どじょうつかみ大会 地域班清掃 七ヶ町夏季レク 盆踊り

根津神社例大祭 下町まつり もちつき大会 小P連スポーツ大会 親子ふれあい活動

委員総会・運営委員総会 本部役員会

学校長
副校長

学校と地域のパイプ役・コーディネーター
青少年委員は、文京区教育委員会から委嘱され、
担当の学校や地域にて、行政と連携しながら

広く子どもたちの支援を行っています。
主な活動

クリーンウォーク、中学生サミット、
コミュニティプラザなど

学校支援地域本部
学校教育を支援する
地域全体で学校教育を支援する活動です。
文京区では、令和2年度は、区立小学校16校、
区立中学校7校に学校支援地域本部が設置されています。
主な活動
学校教育支援活動として、プール隣の畑を整備、昔遊び（1年）、
七輪体験（3年）の授業支援コーディネート、
和太鼓クラブ指導者のコーディネートなど

地域活動の中で、子どもたちを見守る
根津と弥生の七つの町会から構成されている地域活動団体。

連合会長は、学校連絡協議会にも参加し、学校とも連携することで、
地域として子どもたちを見守っています。

※学校連絡協議会…学校運営や、教育指導について話を聞き、
保護者や地域の声を学校運営に生かす仕組みです。

主な活動
夏季レクリエーション、根津神社例大祭、各町会イベント

保護者と教職員による教育支援団体です。
保護者と教職員が連携し、学校・地域の活動を通じて、子供たちの成長を支援しています。

根津小PTA

青少年委員

根津弥生七ヶ町連合会

各係がお手伝いする年間の行事

各会議・委員総会

PTAの役割分担

（不定期：年7回程度、各2時間程度）

各行事の進行や係など
PTA全体運営についての話し合いの場

（各学期毎＝年3回、各1時間）

各学級委員、広報委員、
3サークル代表から
の活動報告の場

※時期・頻度・具体的な実施内容はＰ3以降にて紹介

子供のビッグイベント。
学校のイベントに地域
から様々な方がいらっ
しゃいますのでPTAで
サポートします。

消防団の放水を浴びな
がら、どじょうつかみを
楽しむイベント。PTA
が運営の補助を行いま
す。

夏休み最初の土曜日、
ラジオ体操をしてから
町会ごとに班に分かれ
PTA主催でゴミ拾いを
します。

ゲームや制作が盛り沢
山の夏のお祭り。PTA
ではそれぞれのコーナ
ーを担当します。

根津神社で開催される
盆踊りに合わせて見回
りを行い、子供たちの安
全をサポートします。

根津・千駄木エリア各
所で様々な催しが開催
されます。PTAでは、根
津神社内の子供広場の
お手伝いをします。

毎年PTA主催のもと、
親子で楽しめるイベン
トを企画します。

大人も子供も熱狂の根
津神社例大祭。縁日も
夜遅くまで続くので、見
回りを行い子供たちの
安全をサポートします。

根津小の各PTAサーク
ル（バレーボール、卓球、
バスケ）が小P連主催
の大会に参加します。

健全育成会主催のもち
つき大会。前日の米と
ぎと、当日はつきたての
お餅を子供たちに配る
お手伝いをします（お
餅のお土産付き）
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貸し出しカサ「みんなのかさ」
PTAが用意をしています。

運動会

実施内容 実施内容

実施内容
実施内容

実施内容 実施内容
実施内容

実施内容 実施内容 実施内容 実施内容

会長 副会長 書記

会計

広報委員

PTAの会計業務 PTAの会計監査
会計監査

下町まつり

ベルマーク運動会

お祭り会場内の
子ども広場のお手伝い

人数：1名
任期：2年（任期後顧問に就任）

人数：2名
任期：2年

人数：2名
任期：2年（募集はありません）

人数：5名程度
任期：2年

人数：2～4名
任期：2年

人数：各学年2名
任期：1年

人数：各クラス2名
任期：1年

人数：学年各1名程度
時期：10月中旬の土日 ※どちらか1日
事前準備：特に無し

人数：学年2名程度
時期：運動会開催時
事前準備：特に無し

人数：学年2名程度
時期：7月上旬の日曜日
事前準備：特に無し

人数：学年4名程度
時期：通年 ※年2～3回の作業

他校・行政との交流と
PTA運営の舵取り役

学校・各係との窓口を
担当し、PTAを運営

議事録や学校への
各種書類を作成

各行事の撮影
広報誌を発行・配布

学級委員 兼 一役長
クラス内・一役さん
への連絡と橋渡し役

運動会中の受付や
校内の見守り

どじょうつかみ大会の
受付や校内の見守り

ベルマーク回収作業と
申請作業

どじょうつかみ大会

運営に関する会議体への出席、
文京区主催の他校との交流会など
への参加。区長や教育長との対話
を行い、小学校 PTA連合会の一
員として、区に要望を伝えます。

運営委員会への出席。PTAの
収支管理。立替金の清算イベン
ト時の支払いなどをします。銀
行に行く時間を平日に作れる方
が望ましいです。会計の任期終
了後、可能であれば引き続き会
計監査をお願いしています。

運営委員会への出席。PTAの収
支を学年末に監査し、その結果
を委員総会・総会で報告します。

運営委員会への出席、担当する
係の責任者を担います。学校と
の窓口となり、情報交換を進め、
企画・運営を行います。複数名で
担当し、多少忙しい方でも担
当できる体制を整えています。

運営委員会への出席。議事録や
各種書類の作成と、PTAメンバー
として、意見を出し合い一緒に
企画運営を行います。ワードや
エクセルなどを使える方が望
ましいです。

当日の受付や警備をします。
お子さんの応援ができるように
交代制にしています。
※競技参観の都合で在籍児童が
お一人の方を優先します。

どじょうつかみ大会の受付・
お茶の供給・更衣室の見守り。
消防団による放水がありますの
で、濡れてもよい服装でご参加
下さい。

ふれあい館、校内、根津幼稚園
からベルマークとインクカート
リッジを回収し、学校にて集計、
申請作業をします。小学校玄関
にベルマーク回収ポケットを設
置して仕分け作業の効率化を図
っています。

広報誌（根津だより）の発行を行
います。行事撮影、大まかなレイ
アウト、発行までの作業と配布
を行います。子供たちをよい位
置で撮影できます。広報委員長
は、翌年の一役が免除になりま
す。

年３回の運営委員会への出席。
学年の一役の割り振り（年度初
期）、クラスメールの送信。各係
の一役長としてのとりまとめ及
び連絡（主にメールでの連絡）ク
ラス親睦会などの企画（任意）。
次年度本部役員の選考委員。

根津神社で八中、汐見小と一緒
に子供広場のゲームコーナーの
お手伝いをします。

夜の会議などもあるので、家族の協力
も不可欠です。お父さんにもおすすめ
です！ 共働き家庭が多いのも根津小PTAの

特徴です。だから、副会長は少し多め
の人数設定でお互い出来ることを
分担し、負荷を分散しています。

PTAって、触れたこともないし、
触れたくないって思ってましたが
違う角度で学校や家庭が見れて
楽しいです！

写真を撮って、選んで、コメントを
考えて。実際にやってみると思って
いたより作業は楽しく簡単でした！

パソコンが使えなくても、写真の保
存ができれば大丈夫！平日のイベント
にも撮影がてら参加できますよ。

クラスから2名なので、仲の良い方と
一緒にやるのもアリです！
クラスメールの送信は分担して実施
できたので負担はありませんでした。

運営委員会へ参加することで学校の
存在を身近に感じられるようになり
ました。他学年の保護者の方を知る
きっかけにもなりました。

いつもはお客さんの立場でしたが、
会場のサポートをすることで子供
たちの笑顔をより身近に感じ、とて
も楽しくお手伝いできました。

コツコツ作業するのが好きな方に
オススメ！おしゃべりしながら楽し
く作業ができますよ。

時間がかかるイメージが強いかもし
れませんが、回収ポケットを設置し
たことで作業効率が上がり、時短に
つながりました。

夏の暑い日差しの中でしたが、気持
ちよく放水を浴びながら楽しんで
見回りができました。

今まで参加する機会がなかったけれ
ど、一役になったことが参加のきっ
かけになり親子で楽しめました。

交代制で、自分の子供の出番に被ら
ない時間帯の担当にしてもらえるの
で、問題なくしっかり応援できまし
た！

事前準備が不要なので、運動会当日
のスケジュールさえ空けておけば
大丈夫！忙しい方にも負担が少ない
お仕事です。

副会長や顧問に助けてもらうことで、
無理せず行える環境になっています。
皆、最後は楽しかった！と任期を全う
して終わっています。

平日の空いている時間にさっとでき
ます。収支管理はPC作業になります
が、難しくないですよ！

専門的な知識がなくても大丈夫！ 
分からないことがあっても、会計
２年目の人と一緒に業務を行うので
安心です。

会計の任期終了後、引き続き監査を
担っています。
年に1回のお仕事なので、負担感も
ないですよ！

八中の子供たちと一緒に楽しい時間
を過ごせますよ！

本部役員を一度担当すると、その後お子様が在籍している間に学級委員・広報委員を担
当する必要がなくなります。また、本部役員は、任期満了後、免除期間が2年あります。
※担当期間後に入学したお子様は対象外になります。

議事録作成など業務はローテーション
していますので、個々の負担はそこま
で大きくありません！

近年はPTA運営も少しづつデジタル
化することで効率化を進めています。
WEB更新やアンケート作成などの
作業ができる方も歓迎します！
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下町まつり

もちつき大会

スクールガードによる登校の見守り

親子ふれあい活動

卒業式

実施内容

実施内容

実施内容 実施内容 実施内容 実施内容

実施内容

実施内容

人数：学年1～2名程度
時期：お盆前後の土日夜
事前準備：特に無し

人数：学年1～2名程度
時期：9月中旬の土日 ※どちらか1日
事前準備：特に無し

人数：学年1～2名程度
時期：8月下旬の日曜日午後
事前準備：特に無し

人数：各学年2名程度
時期：12月上旬の日曜日
事前準備：前日に餅米とぎ、
　　　　　テーブルクロス拭き

人数：学年1～2名程度
時期：1月～3月
事前準備：一役長と共に文京区主
催の説明会に参加します。資料の
受け渡しのために2回集まりがあ
ります。

人数：各部員から2名ずつ
時期：2学期の土曜日・祝日
事前準備：特に無し

人数：1～5年生各1名
時期：卒業式当日
事前準備：特に無し

人数：学年2～3名程度
時期：通年（2回程度出席）
事前準備：特に無し

人数：学年1～2名程度
時期：7月頃
事前準備：特に無し

人数：全体30名程度
時期：通年2～3回
事前準備：特に無し

盆踊りパトロール 祭礼パトロール 七ヶ町夏季レク

もちつき大会

祭りの夜に
子供の見守り

町のお祭りの
お手伝い

盆踊りの時に
子供の見守り

講演会の聴講と
社会活動のお手伝い

土日講演会（校外）平日各種講演会（校外）

子ども110番 小P連スポーツ大会

学校講演会（校内）

３スポーツ大会
実行委員

根津小学校主催の
講演会に参加

卒業式のお手伝い
卒業式

地域で子供を
守るお手伝い

一緒に
餅つき・準備・配布

平日開催の講演会で
役立つ話を聴講

実施内容
来賓・保護者の案内・誘導、来賓
接待をします。（式典にふさわし
い服装で）

根津周辺の子供110番登録店舗
へ訪問し、年間のお礼と継続の
お願いをします。

根津神社盆踊り終了後、根津神
社及び周辺をパトロール。集合
が21時くらいになるので、お父
さんも歓迎です！

ふれあい館で行われるレクリ
エーションの補助。設営や工作・
ゲームコーナーのお手伝い、片
付け。

根津神社祭礼の日の夜のパト
ロール。夜のパトロールのため、
お父さんも歓迎です！

3、4名が一組になって見回ります。
男性がいてくれると心強いので、
ぜひお父さんもご参加ください！

楽しいお祭りですが、危険も常に隣
合わせです。無事に終われるように
子供たちの見守りをしましょう。

毎年盛況のお祭りで、子供たちの
キラキラした笑顔が見られます！
町会の方が先導してくださるので
安心してお手伝いできます。

実施内容
ついた餅を、ちぎって味付けし、
配ります！根津健全育成会・根
津幼稚園保護者と共に作業をし
ます。

熱いお餅をちぎって味付けしてと、
配布中は忙しいですが、子供たちが
美味しそうに食べておかわりに来て
くれる様子が微笑ましいです。

前日と当日の2日間のみのお手伝い。
当日もお昼頃には解散します。
事前に予定が立てやすいので忙しい
方にもおすすめです。

個人宅への訪問はなく、店舗のみの
訪問。分担すると1人10軒ほどなので
負担は感じませんでした。

子供の防犯について家庭内での意識
を高めるきっかけになりました。地
域で子供を見守ることの重要性を改
めて認識することができました。

子供の健康に関わる講演会と、
家庭教育講座へ出席します。実
施後、内容や感想の報告をしま
す。

これまでなかなか参加できずにいま
したが、一役になったことが参加す
るよい機会となり勉強になりました。

「社会を明るくする運動」啓発の
ためのティッシュ配りや講演会
へ出席します。実施後、内容や
感想の報告をします。

週末のみのお手伝いなので、平日
働いている方におすすめです。

土曜授業公開の時に行われる講
演会と、校内の平日に行われる
保健委員会への出席です。

公開授業のついでに参加できるので、
仕事をしていても参加がしやすかっ
たです。とても興味深いお話を聞く
ことができました。

保健委員会では、なかなかお話を
うかがう機会のない校医の先生の話
を聞くことができて有意義でした。

文京区立小学校の20校が参加す
るスポーツ大会（バレーボール・
卓球・バスケット）の当日手伝い。
※サークル内で事前に決定

同じくスポーツする者として、
競技は違えど試合を見ていると
応援に力が入ります。

式典自体には参加しませんが、雰囲
気などが分かりますよ！卒業生に
おめでとうを言う機会がないので、
参加できてよかったです。

子供たちのオープニングステージも
見ることができて楽しいですよ！
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実施内容
ついた餅を、ちぎって味付けし、
配ります！根津健全育成会・根
津幼稚園保護者と共に作業をし
ます。

熱いお餅をちぎって味付けしてと、
配布中は忙しいですが、子供たちが
美味しそうに食べておかわりに来て
くれる様子が微笑ましいです。

前日と当日の2日間のみのお手伝い。
当日もお昼頃には解散します。
事前に予定が立てやすいので忙しい
方にもおすすめです。

個人宅への訪問はなく、店舗のみの
訪問。分担すると1人10軒ほどなので
負担は感じませんでした。

子供の防犯について家庭内での意識
を高めるきっかけになりました。地
域で子供を見守ることの重要性を改
めて認識することができました。

子供の健康に関わる講演会と、
家庭教育講座へ出席します。実
施後、内容や感想の報告をしま
す。

これまでなかなか参加できずにいま
したが、一役になったことが参加す
るよい機会となり勉強になりました。

「社会を明るくする運動」啓発の
ためのティッシュ配りや講演会
へ出席します。実施後、内容や
感想の報告をします。

週末のみのお手伝いなので、平日
働いている方におすすめです。

土曜授業公開の時に行われる講
演会と、校内の平日に行われる
保健委員会への出席です。

公開授業のついでに参加できるので、
仕事をしていても参加がしやすかっ
たです。とても興味深いお話を聞く
ことができました。

保健委員会では、なかなかお話を
うかがう機会のない校医の先生の話
を聞くことができて有意義でした。

文京区立小学校の20校が参加す
るスポーツ大会（バレーボール・
卓球・バスケット）の当日手伝い。
※サークル内で事前に決定

同じくスポーツする者として、
競技は違えど試合を見ていると
応援に力が入ります。

式典自体には参加しませんが、雰囲
気などが分かりますよ！卒業生に
おめでとうを言う機会がないので、
参加できてよかったです。

子供たちのオープニングステージも
見ることができて楽しいですよ！
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基本的には毎年、一家庭一役をお願いしています。
本部役員は、任期満了後、免除期間が2年あります。任期・係決め

PTAでは、ホームページを運用し、活動の情報や学校・地域の情報を発信しています。
また、オンライン決議やSNSを活用したやり取りなどPTA活動の円滑かつ負担を減ら
す取り組みを実施しています。

PTAからイベントごとの情報発信だけでなく、オンラインア
ンケートの実施や電子決議の導入などを進めています。

ビジネスツールSlackを導入して、各係や議題ごとにオンラ
イン・コミュニケーションを実施しています。会議体を減らし
たり、PTA活動推進のスリム化を推進しています。

情報発信

●スマートフォンやパソコンなどインターネット環境が
あると便利です。
●この冊子は6年間、大切に保管して下さい。
●本冊子記載の内容は、2020年12月のものであり、
行事・係の内容・人数などは、変更になる可能性が
あります。

●PTAの目的や方針はPTA規約をご覧ください。
PTAのホームページに掲載しています。

根津小学校PTA 公式ホームページ 
https://www.nezu-pta.com/

根津小学校　PTA広報委員会発行
「根津だより」

初回保護者会
各クラス２名を
選出・決定

初回委員総会
学級委員の中で
各係の一役長を決定学級委員

（任期1年）

前年度9～10月
全保護者対象にアンケート実施
・立候補の意思・検討の可否

前年度内
選考委員会で
候補者選出

最終意志を確認
して決定本部役員

（任期2年）

4月
希望調査 希望が偏った場合など、

ご希望に添えない場合も
あります。予めご了承下さい。

学級委員による割り振り

一役
（任期1年）

ホームページによる情報発信

SNSの活用

初回保護者会
各学年２名を
選出・決定広報委員

（任期1年）

初回広報委員会
委員の中から広報委員長と
副委員長を決定

根津小学校PTAご案内
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