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会長　 副会長(共通)
総　　務 会　　計

（担当副会長➃） （担当副会長①）

３月

3/13 ● 会談（副校長、副会長） 3/7 ● 旧副会長　引継ぎ
（①②③④）

3/6 ● 新旧会計引継ぎ

3/13 ● 会談（副校長、会長、
①②③④）

４月

4/4 ● 打ち合わせ（会長、副会長） 4/4 ● 打ち合わせ（会長、
①②③④）

4/10 ● 執行部顔合わせ 4/9 ● 名義変更

4/9 ● 名義変更 4/10 ● 執行部顔合わせ 4/16 ● 離任式ブーケ手配 4/10 ● 執行部顔合わせ

4/10 ● 執行部顔合わせ
4/14-

26 ● 前年度決算書・今年度予算
案(副会長）

4/17-
24 ●

ゆうちょ申込書確認作業お
よび不備書類の子ども便作
成

4/23 ● 会計方針打ち合わせ

５月

5/6 ● 第１回執行部会 (書面開催） 5/6 ● 第1回執行部会 (書面開催） 5/6 ● 第１執行部会 (書面開催） 5/1 ● 予算会議（新旧会計）

延期 みんなで学ぶPTA（③） 5/8 ● 第１回実行委員会 5/3 ● 印刷補助費案内配布

5/8 ● 第１回実行委員会 5/6 ● 第１回執行部会 (書面開催）

5/17 世小P総会（書面開催）（③） 5/8 ● 第１回実行委員会

5/8 ● 第１回実行委員会

5/29 ● 卒業対策係引継ぎ（③④）

６月

6/12 ● 第2回執行部会 6/12 ● 第2回執行部会 6/12 ● 第2回執行部会 6/12 ● 第2回執行部会

6/19 ● HPC打ち合わせ（副会長
①③）

6/24 ● 総会(書面開催） 6/24 ● 総会(書面開催） 6/16 ● PTA総合補償制度申請 /入
金

6/24 ● 総会(書面開催） 6/26 ● 体育学習発表会（ 5/29.,6/12
延期）

6/26 ● 体育学習発表会　　　　　　　　（ 5/29.,6/12延期）6/17 ● 防犯パトロール助成金申請

6/26 ● 体育学習発表会　　　　　　　　（ 5/29.,6/12延期）中止
遊び場開放運営委員会（全
2回）

6/29 ● ＰＴＡだより（職員紹介号）発
行

6/23 ● 引き落とし口座CDR郵便局
手続き

● 交通安全教室　（セーフティ
教室）DVD開催

6/24 ● 引き落とし日程書面配布

中止 学校協議会（他10月,3月） 6/24 ● 総会(書面開催）

中止 新ＢＯＰ連絡協議会（全 2回） 6/26 ● 体育学習発表会

７月

7/8 ● 校外セミナー ７/8 ● 世小Ｐ2ブロック校外活動セ
ミナー（③）

7/2 ● 世小P会費納入

7/9 ● 児童館地域懇談会 7/2 ● 第１回PTA会費引き落とし

7/17 中止 バルーンリリース ７/16 ● 教育要件要望書提出
（①③）

7/10 ● 活動費・通信費支給

7/10 ● 会費引き落とし不備確認、
子ども便作成

7/16 ● 第２回PTA会費引き落とし

８月

中止
サマーフェスティバルお手伝
い

中止 サマーフェスティバル

９月

9/11 ● 執行部会（書面開催） 9/11 ● 執行部会（書面開催） 9/11 ● 執行部会（書面開催） 9/11 ● 執行部会（書面開催）

9/22 ● 実行委員会 9/22 ● 実行委員会 9/22 ● 実行委員会 9/22 ● 実行委員会

２ブロック連絡会 (③）

児童館地域懇談会

１０月

10/1 ● 臨時総会（書面開催） 10/1 ● 臨時総会（書面開催） 10/1 ● 臨時総会（書面開催） 10/1 ● 臨時総会（書面開催）

10/31 しもたか音楽祭 ２ブロックバレーボール大会

連合運動会 10/31 しもたか音楽祭

学校協議会

家庭研修会

遊びの宝島お手伝い

10/31 しもたか音楽祭お手伝い

しもたかステーション訪問・
打合せ

世田谷区役所訪問・相談打
合せ

１１月

執行部会 執行部会 執行部会 執行部会

コーラスフェスタ

２ブロック研修会取材

青少年委員研修会

１２月

遊び場開放運営委員会（全
2回）

赤松学舎学習交流会

役職説明会 役職説明会 役職説明会 役職説明会

新ＢＯＰ連絡協議会

１月

執行部会 執行部会 執行部会 執行部会

実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

臨時総会 学校公開お手伝い

道徳授業のお手伝い 臨時総会 臨時総会

臨時会議 道徳授業公開講座お手伝い

家庭研修コンサート（単Ｐ研
修会）手伝い

世小P　都立久我山青光学
園保護者交流会

２月

執行部会 執行部会 執行部会 執行部会

PTAサークル会議 児童館地域懇談会 サークル連絡会議

サークル連絡会議

児童館打ち合わせ

第２部ﾌﾞﾛｯｸ連絡会（副会
長）

遊び場開放委員会第 2回

合同研修会（副会長①）

新BOP連絡協議会第2回

３月

学校協議会

実行委員会（引継ぎ） 実行委員会（引継ぎ） 実行委員会（引継ぎ） 実行委員会（引継ぎ）

3/25 卒業式 3/25 卒業式 3/25 卒業式 3/25 卒業式
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学級 役職選考 校外 子どもまつり

（担当副会長②） （担当副会長①） （担当副会長③） （担当副会長➂④）

３月

2/6 ● 学級委員  引継ぎ

3/16 ● ベルマーク活動打ち合わせ 3/13 ● 引継ぎ　

3/18 ● テトラパック・カートリッジ集
計、発送

● 校外委員　引き継ぎ会（副会
長）

（活動会（全３回））

４月

4/13 ●
会長・副会長打ち合わせ

4/19 ● 役職選考委員　引継ぎ会 (副
会長）

4/19 ● 交通安全教室（１年）     4/25 ● 子どもまつりの企画につい
て今後の課題認識を作成

4/19 ● くすのき・きはだ学級打ち合
わせ

4/27 ● 打ち合わせ (副会長)

4/22 ● ミマモルメ配信【学級委員か
らのお知らせ】

みんなで学ぶＰＴＡ学級分科
会

５月

5/8 ● 実行委員会 5/7 ● 交通安全教室（3年）    

5/17 ● テトラパック・カートリッジ集
計、発送

5/8 ●
実行委員会

5/8 ● 実行委員会 5/8 ● 実行委員会

役職選考委員会（全４回）

● 通学路点検用紙通知（警察
・区役所）

６月

6/1 ● ベルマークだより①発行 6/24 ●
総会(書面開催）

6/24 ● 総会(書面開催） 6/3 ● 企画説明と企画決定 (会長、
副会長、校長、副校長 )

6/2 ● ミマモルメ配信【PTAベル
マークのお知らせ】

● バルーンリリース打ち合わ
せ

6/24 ● 総会(書面開催） 6/9 ● 運営手順　決定

6/24 ● 総会(書面開催）

７月

7/9 ● テトラパック・カートリッジ集
計

7/8 ●
校外活動セミナー

中止 バルーンリリース

7/13 ●
ベルマーク集計

７/12 ● こども110番プレートアン
ケート配布

7/14 ●
みんなで学ぶPTA校外分科
会・交通安全事業委託説明
会

８月

8/6 ● 通学路点検（警察・区役所）

９月

● ベルマーク商品選定、注文 9/22 ● 実行委員会 9/22 ● 実行委員会 9/22 ● 実行委員会

● ベルマーク集計、発送① 役職選考委員会（全４回）

9/22 ● 実行委員会 9/27 ● 打ち合わせ（副会長）

１０月

10/1 ●
臨時総会（書面開催）

こども110番協力者リスト確
認

立候補検討者相談会 (副会
長①）

１１月

役職選考委員会（全４回）
地域環境連絡協議会（全 2
回）

役職選考委員会（全４回） 11/23 遊びの宝島

立候補者調整会 (副会長①）

１２月

ベルマーク集計
役職候補者選出（くじ） (副会
長）

役職説明会

役職説明会 当選者相談会 (副会長①）

役職説明会 (副会長①）

１月

執行部会 実行委員会

アンケート作成 実行委員会 臨時総会

実行委員会 臨時総会 実行委員会

臨時総会

２月

ベルマークお買い物商品選
定 役職選考委員会振り返り

役選引継ぎ

３月 実行委員会（引継ぎ） 実行委員会（引継ぎ） 実行委員会（引継ぎ） 実行委員会（引継ぎ）
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家庭研修 松沢地区委員 松原地区委員 ＨＰＣ

（担当副会長②） （担当副会長③②） （担当副会長③②） （担当副会長①③）

３月
● 地区委員会　引き継ぎ会（副

会長）
● 地区委員会　引き継ぎ会（副

会長）

４月

4/20 ● 青少年松沢地区委員会（全
7回）

５月

中止
青少年松沢地区委員会（全
7回） 中止

デイキャンプ実行委員会（全
7回）

5/8 ● 実行委員会 5/8 ● 実行委員会 5/8 ● 実行委員会

単Ｐ・学級分科会 5/28 ● 第一回青少年松原地区委
員総会(書面開催 )

６月

6/24 ● 総会(書面開催） 6/24 ● 総会(書面開催） 6/24 ● 総会(書面開催） 6/13 ● ボランティア募集期限

6/28 ● 家庭教育学級説明会 中止
遊び場開放運営委員会（全
2回）

6/19 ● HPC顔合わせ

中止
遊び場開放運営委員会  （全
2回）

中止 新BOP連絡協議会（全2回）

中止 新BOP連絡協議会（全2回）

中止 青少年合同研修会

中止
青少年松沢地区委員会（全
7回）

７月

中止 バルーンリリース 7/20 ● 松ピタHPリリース

７/14 ● 家庭研修員会（ほか）、顔合
わせ(副会長）

８月

中止 夏休み子どものつどい

９月

9/22 ● 実行委員会 9/22 ● 実行委員会 9/22 ● 実行委員会

１０月

家庭研修会 中止 まつばらデイキャンプ 10/18 PTA室Web予約リリース

１１月

11/6 家庭研修講演会 11/16 青少年松沢地区委員会（全
7回）

11/28 ふれあい将棋広場  （全2〜3
回・土曜）

11/1 役職選考特設ページリリー
ス

１２月

役職説明会 12/14 青少年松沢地区委員会（全
7回）

青少年松原地区委員総会
（全3回）

凧作り講習会 12/4 ふれあい将棋広場（全 2〜3
回・土曜）

遊び場開放運営委員会（全
2回）

新BOP連絡協議会（全2回）

１月

1/4 日大凧揚げ大会 Webプッシュ通知

1/18 青少年松沢地区委員会（全
7回）

実行委員会 実行委員会 実行委員会

臨時総会 臨時総会 臨時総会

２月

老人ホーム訪問
遊び場開放運営委員会（全
2回）

遊び場解放運営委員会 新BOP連絡協議会（全2回）

３月

3/1 青少年松沢地区委員会（全
7回）

青少年松原地区委員総会
（全3回）

実行委員会（引継ぎ） 実行委員会（引継ぎ）

実行委員会（引継ぎ）


