平成３０年９月３日
保護者の皆様
吾妻学園 つくば市立吾妻中学校
PTA 会長
永見 武司
役員選考委員会委員長 山口 里咲子
学校長
古澤 武司

ＰＴＡ本部役員、会計監査の選考について
平成３１年度のＰＴＡ本部役員及び会計監査の候補者を選出します。選出の参考とするた
め、保護者の皆様からの立候補及びご推薦をお願いします。下記要領で別紙「平成 3１年
度吾妻中学校ＰＴＡ本部役員及び会計監査 立候補・推薦書」をご提出下さい。吾妻中学
校および PTA の発展のため、皆様のご協力をお願いいたします。
記
１．選出役員等の候補
PTA 本部役員：7 名 (会長：1 名，副会長，書記，会計：各 2 名)、会計監査 (2 名)
２．任期
平成３１年４月から１年間 (平成３１年度総会から平成３２年度総会まで)
３．選出候補の対象者
・現在７、８年生に在学中の生徒の保護者
・平成３１年度入学予定の６年生児童の保護者
４．提出先，締め切り
立候補・推薦用紙を封筒に入れ，封をして担任の先生に提出して下さい。(複数のお
子さんが在学中の場合は，上のお子さんを通じて１枚をご提出下さい)

9 月 19 日(水) (厳守)
５．その他
・推薦する方のお子さんの氏名・学年・組（新７年生の保護者の場合は、小学校名）
を、わかる範囲で記入して下さい。
・ 本調査は、役員候補者への推薦および立候補です。立候補された方が必ずしも希
望される役職に就くとは限りません。
・ 提出された回答内容が役員選考以外の目的に使用されることは一切ありません。
また回答書は開票・集計後、直ちにシュレッダー処分され、個人情報については
一切の漏洩がないようにいたします。
６．ご意見・ご質問等
本部役員の仕事、役割に関して：2018azumajh.pta@azumajh.sakura.ne.jp
役 員 候 補 の 選 考 に 関 し て：2018senko@azumajh.sakura.ne.jp

平成 30 年９月３日
平成 31 年度吾妻中学校に
入学予定児童の保護者の皆様
吾妻学園 つくば市立吾妻中学校
PTA 会長
永見 武司
役員選考委員会委員長 山口 里咲子
学校長
古澤 武司

ＰＴＡ本部役員、会計監査の選考について
平成３１年度のＰＴＡ本部役員及び会計監査の候補者を選出します。選出の参考とするた
め、保護者の皆様からの立候補及びご推薦をお願いします。下記要領で別紙「平成 3１年
度吾妻中学校ＰＴＡ本部役員及び会計監査 立候補・推薦書」をご提出下さい。吾妻中学
校および PTA の発展のため、皆様のご協力をお願いいたします。
記
１．選出役員等の候補
PTA 本部役員：7 名 (会長：1 名，副会長，書記，会計：各 2 名)、会計監査 (2 名)
２．任期
平成３１年４月から１年間 (平成３１年度総会から平成３２年度総会まで)
３．選出候補の対象者
・現在７、８年生に在学中の生徒の保護者
・平成３１年度入学予定の６年生児童の保護者
４．提出先，締め切り
立候補・推薦用紙を封筒に入れ，封をして担任の先生に提出して下さい。(複数のお
子さんが在学中の場合は，上のお子さんを通じて１枚をご提出下さい)

９月１９日(水) (厳守)
５．その他
・推薦する方のお子さんの氏名・学年・組（新７年生の保護者の場合は、小学校名）
を、わかる範囲で記入して下さい。
・本調査は、役員候補者への推薦および立候補です。立候補された方が必ずしも希望
される役職に就くとは限りません。
・ 提出された回答内容が役員選考以外の目的に使用されることは一切ありません。
また回答書は開票・集計後、直ちにシュレッダー処分され、個人情報については
一切の漏洩がないようにいたします。
６．ご意見・ご質問等
本部役員の仕事、役割に関して：2018azumajh.pta@azumajh.sakura.ne.jp
役 員 候 補 の 選 考 に 関 し て：2018senko@azumajh.sakura.ne.jp

PTA 本部役員および会計監査の仕事(概要)
1)PTA 本部役員
本校 PTA 本部としての共通事項
・PTA 活動全体の把握・調整，予算執行・管理，関連資料の作成・印刷・配布
・役員会，運営委員会への出席
・各種委員会活動への協力，学校行事・地域活動への協力，懇親会等の企画
・活動頻度は｢運営委員会便り｣の｢PTA カレンダー｣等参照。活動日，時間帯は仕事や家庭の事情を考慮し
て随時決定。
・連絡方法は，電子メールを使用し，配付資料の作成にはワードプロセッサや表作成ソフト(Microsoft
Word，Excel や PDF ファイル等)を利用。

会長から一言

会長(本校 PTA 活動全体を把握し運営する)

想像していたよりかは楽、先生や本部

・本校 PTA 総会などの本部主催行事，教育懇談会の主催・進行(副会長と分担)

の皆さんがサポートしてくれます

・PTA 連絡協議会(県・市・地区の総会，研修会など)役員及び、会への出席
・役員会，運営委員会の主催・進行(年に４回程度，副会長と分担)

ぼーっとしていても学校や地域・市で

・学校行事への出席，あいさつ(運動会，卒業式，入学式など) (副会長と分担)

交友関係が増えます

・学校保健委員会への出席(年に 2 回程度，副会長あるいは他の役員と分担)
・各委員会活動など本校 PTA 活動に係わる配布文書の確認・作成(年間を通じた仕事内容，副会長と分担)
副会長(会長の本校 PTA 内の仕事を補佐)

副会長から一言

・会長の仕事の補佐及び分担(会長の項目を参照のこと)

体育祭を前線で見られます！

・本校 PTA 活動の円滑な運営のための調整・運営委員会の議事進行
書記(各種会議資料作成・名簿管理・メールアドレス管理・規約細則管理)

PTA を口実に、子供に関係している
方々とお話しできるのは貴重です！

・PTA 総会や運営委員会などの議事録作成
・運営委員会便りの印刷，配付

書記から一言

・運営委員会の議事内容を各委員会から収集，議事次第作成
・PTA 役員および委員の名簿管理
・PTA 役員および委員長のメールアドレス管理とメーリングリスト管理

日々忙しい中でも、自分の事以上に学校の
事、子供の事に一生懸命な教職員の
皆様、本部役員の方々の人柄に感動！

・規約・細則の原本の保管
・本部および各委員会からの配布文書の保管
会計(本校 PTA 活動の会計に関わる仕事全般)

・本校 PTA 会費の管理(前期 1 回，後期 1 回の合計 2 回程度の会計監査を受ける)
・本校 PTA 保険の更新，各委員会への配金，出納簿の記入，PTA 入卒記念品の注文
・備品の管理と消耗品のチェック・補充

会計から一言
子育てを”楽”にするネットワ
ークができますよ！学校と子

・慶弔費の支出

供たちがより身近に！

・決算報告，次年度予算案作成

2)本部以外の役員
会計監査(本校 PTA 会費の使用についての監査)
・本校 PTA 会費が公正に使われているかを監査(前期：9 月末～10 月初旬，後期：3 月末～4 月初旬)
・会長からの要請に応じて役員会，運営委員会への出席
・本部役員の実質的作業には関与しない

＊PTA 規約，細則については，ホームページに掲載していきますので，是非ご覧下さい。
吾妻中学校ホームページ： http://www.mdjapan.jp/ajhspta/
吾妻中

PTA

平成 31 年度吾妻中学校 PTA 本部役員等 立候補・推薦用紙
１．

立候補します→(1)へご記入ください。また推薦もあれば(2)へもご記入ください。

２．

立候補しません。候補者を推薦します。→(2)へご記入ください。

(1)立候補していただける方
ふりがな

立候補していただける方の

（あれば）

PTA 役員・委員経験

ご希望の

（いずれかに○をください）

役職※２

※１

お子さんの名前

氏名

未経験
当該生徒の分は未経験
下の子が来年入学

（

年

組）
経験済み

※１上のお子さんのお名前を記入願いします。※２ご希望通りにならない場合はご相談させていただきます。

(2)候補者の推薦
推薦したい方のお子さんの名前をわかる範囲でご記入ください。
新７年生（中学１年生）の保護者の推薦の場合は、小学校名も記入して下さい。

お子さんのお名前

推薦する理由

推薦する方

（あれば推薦する役職）

お父さん ・ お母さん
（

年

組）

お父さん ・ お母さん
（

年

組）

立候補・推薦用紙の内容はすべて非開示で、開票・集計後直ちにシュレッダー処分されます。

９月１９日（水）までに封筒に入れご提出ください。
みなさまのご協力をお願いいたします。
平成３０年度吾妻中学校役員選考委員会

