平成２９年１月１９日発行
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第４回運営委員会１月１２日開催

《会長挨拶》
通学路に面している我が家では、毎日子どもたちの元気な声が聞こえてきます。4 年目となった今年度、
たくさんの児童が挨拶をしてくれるようになりました。会長 1 年目、3 年生だった児童は卒業生。時が経
つのは早いものです。
学校、児童、保護者、地域の方々と関わることが増え、住む土地の色が見えてきました。芝川小学
校を取り巻く環境は、正に子どもたちが住みやすく、健やかに成長できる素晴らしい土地柄です。四
季を感じ通学してくる子どもたちは感受性豊かになっている事でしょう。残り少ない今年度、変わら
ない安心・安全を子どもたちのために一緒に作っていければと思っております。
《校長挨拶》
謹んで新春のお喜びを申し上げます。皆様方にとりまして、新しい年が素晴らしい一年でありますよう
にお祈り申し上げます。
さて、インフルエンザの感染拡大が懸念される時期となりました。気温が低く乾燥した冬は、空気中に
漂っているウィルスが長生きをします。また、乾燥した冷たい空気でのどや鼻の粘膜が弱っているのも
原因だと言われております。
学校は子どもたちが集団で生活をする場ですので、インフルエンザが発生した場合大きな影響を及ぼし
ます。子どもたちに健康な状態で教育を受けさせるためには、学校、保護者の皆様方で協力して感染拡
大を防止するとともに、罹患者を集団から避けることが重要です。
そこで、保護者の皆様方にお願いしますことは、以前配付した手紙と同様、次の３点でございます。
１点目は、緊急連絡先についてです。学校は医療機関ではありませんので、子どもの体調が思わしくな
い時は、早急に保護者様にお迎えをお願いしております。お子さんに所在を伝えておくとともに、ご自
宅や届出の第１、２、３までの緊急連絡先と、連絡が取れるようご配意ください。連絡先に変更がある
場合は、至急学校にお知らせください。また、連絡内容が録音されるよう、留守番電話機能の設定にご
協力ください。
２点目は、登校前にお願いするご自宅での健康観察についてです。登校する前に健康観察を行っていた
だき、体調が思わしくない時、無理に登校させず、必ず医療機関で受診してください。「皆勤を目標に
している」などの理由で、休養をとるべき子どもが登校することがないようにしたいものです。
３点目は、日頃の体調管理についてです。具体的には、「石鹸を使用した流水による手洗い、丁寧なう
がい」、「適度な温度・湿度の保持」、「十分な休養とバランスのとれた栄養摂取」、「やむを得ず外
出する際のマスク着用」などです。
インフルエンザの出席停止期間が平成２４年に変更になったのは、感染の拡大防止のためです。昨今の
抗インフルエンザウィルス薬により、発熱などの症状が早期に軽減し、ウィルス排出が十分に減少して
いない段階でも解熱してしまいます。改正前は、解熱のみを基準とし「解熱した後二日を経過するまで」
でしたが、「発症（発熱）した後五日を経過し」が追記されました。
最後に、今年も引き続き、子どもたちの笑顔のために、また、将来、社会や集団の中で自分の才能を十
分に発揮し、よい人間関係を築き、充実した「幸せな人生」を歩んでいけるために、私たち教職員は一
丸となって教育活動に精進してまいります。
更なるご協力を賜りますようお願い申し上げます。

《学校より》
ＰＴＡ役員をはじめ、ＰＴＡ会員の保護者の皆様、新年明けましておめでとうございます。旧年中は本
校の教育活動にご支援ご協力いただきありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。さて、
下記のことについてお願いとご連絡をいたします。
・学校から緊急の連絡がつくようにお願いいたします。
学校では、児童の体調の変化や怪我などで緊急の対応が必要な場合、保護者の方に連絡を入れます。
しかし、最近、連絡がつかないため対応が遅れるケースも見られます。急な怪我などの場合でも、医
療機関では、学校職員が児童を連れて行っても保護者が来るまでは、処置ができません。学校では、
提出いただいた緊急連絡票の連絡先に連絡いたします。お勤めなどで忙しい場合もあるかとは思いま
すが、お子様が学校で活動中は、いつでも連絡がつくようにお願いいたします。また、電話番号など
の連絡先が変わった場合も、担任までお知らせください。
・欠席の場合は、必ず連絡をお願いいたします。
児童が学校を欠席、遅刻などをする場合は、必ず連絡帳などで担任にお伝えください。連絡がない
場合は、児童の安全の確認のために、担任は連絡がとれるまで繰り返し連絡します。このため授業等
に支障が出る場合もあります。よろしくお願いいたします。
・登下校の方法の変更は連絡帳でお知らせください。
下校班での下校、学童保育への下校などの下校方法の変更については、連絡帳で担任へお知らせく
ださい。電話での連絡は、対応できる教員に限りがありますので緊急の場合以外はご遠慮ください。
・安全な登下校ができるよう声かけをお願いいたします。
登下校時に道を広がって歩いたり、急にとび出したりする児童が見られます。また、駐車場や
空き地に入って遊びながら帰る児童も見られます。
学校では、道を歩くときは、交通規則を守り、遊んだり、ふざけたりしない。地域の方から注意
されたら、素直にあやまり行いを正すように指導しています。地域やご家庭でも、そのような様子を
見たら注意をしていただきますようお願いいたします。
・転出入についての情報は、早目にご連絡ください。
今年度中又は年度の切り替え時期に転校（転出）を予定されている児童がいましたらお知らせ
ください。また、転校が確定しましたら、早めに連絡をくださいますようお願い申し上げます。
連絡は連絡帳で担任までお願いします。

《部 会 報 告》
【総務部】
【執行部】
11/22
対外活動参加
10/12
1/11
イオン黄色いレシートキャンペーン参加
10/14
1/19
部会開催
【文化部】
10/21
11/5
芝友の集い開催
10/22
11/25
第 5 回部会開催
10/26
【地区環境部】
10/28
11/15
第 7 回資源回収
10/29
1/13
防犯講演会参加
1/19
第３回部会開催
11/1
2/3
新入学児保護者説明会参加予定（手伝い）
11/2
2/16
第４回部会開催予定
11/8
【芝川ホリデイクラブ】
11/15
11/20
第 4 回活動（落ち葉掃き）
【広報部】
11/16
12/21
「しばかわ」発行
11/19
2 月上旬 部会開催予定
11/20
3/21
「しばかわ」発行予定
11/21
【保健体育部】
10/25
献血・給食試食会実施
11/22
11/18
持久走大会お手伝い
11/24
【ベルマーク部】
11/25
10/18,19,24 ベルマーク集計作業
12/13,15,16 ベルマーク集計
12/10
10,11,12 月 リサイクルデー
12/15
テトラパック回収・発送
12/22
1/12

市 P 協 常任理事会出席（会長）
市 P 協 創立 15 周年記念式典及び
教育委員会交流会出席（会長）
関東ブロック第一分科会出席（会長）
関東ブロック全体大会出席（会長）
市 P 協 理事会出席（会長）
第 1 回舘岩少年自然の家委員会出席（会長）
東中学校 70 周年行事出席（会長）
大宮区明るい選挙推進協議会啓発活動参加
南中学校部活体験打合せ出席
市 P 協 常任理事会出席（会長）
三校合同研究発表会手伝い
大宮区明るい選挙推進協議会
第 3 回理事会出席
市 P 協 役員人権講演会出席（会長）
南中学校部活体験手伝い
レッツジョイン活動参加
大宮区賀詞交歓会委員会出席（会長）
区連執行部会出席（会長）
市 P 協 常任理事会出席（会長）
区連役員会出席（会長）
PTA 三校（第二東中・海老沼小・芝川小）
連絡協議会出席
十日市 受付業務・防犯パトロール実施
明るい選挙推進協議会講演会出席
明るい選挙推進協議会
ポスターコンクール表彰式出席
第 4 回運営委員会開催

【芝友の集いお礼と報告】
本年度は、平成 2８年 11 月 7 日（土）に、金管バンドの音色とともに
華々しくスタートした『芝友の集い』はおかげさまで大盛況の中、
無事に終えることができました。

皆様のあたたかいご理解とご協力、ありがとうございました。
なお、収益金（③差引残高）の 30,492 円は、芸術鑑賞教室などの文化活動に
役立てられます。
＜収

入＞

＜支

出＞

お菓子（くじ付き）前売り券 ６３，６００円

お菓子仕入れ、野菜仕入

お菓子（くじ付き）当日券

工作材料、手芸材料

３，０００円

１００，１０３円

バ ザー

２１，８９５円

おやじの会（さつまいも）

野 菜

１０，１５０円

事務用品購入

手芸部

１３，２５０円

収入合計

①１３０，５９５円

他

支出合計

（①収入合計）－（②支出合計）＝③差引残高

２９年度ホリデイクラブ部員を２月上旬に

②１００，１０３円

③ ３０，４９２円

11 月 20 日（日）あいにくの曇り空の下、「みん

募集します。平日のＰＴＡ活動参加が難しい

なの通学路をきれいにしよう！」を合言葉に約 45

方を優先的に選出させていただいております。

名の子どもたちと保護者の方々が通学路のゴミを拾

お申込みの際は、ご事情を率直にお書きくだ
さい。

いながら、学校を目指して下さいました。
おかげさまで通学路がとてもきれいに
なりました。ありがとうございました。

子どもたちが各教室で使用する、

加湿器

24 台（￥476,928）を、

一般会計より 28 年 11 月 10 日に購入いたしました。

～資源回収結果～
１１月分
新聞紙

９５０㎏

１，０２０㎏

雑誌

４８０㎏

６７０㎏

段ボール

６５０㎏

４８０㎏

７０㎏

６０㎏

古布

１４０㎏

１００㎏

合計

２，２９０㎏

２，３３０㎏

牛乳パック

平成２８年１月～１２月で

１２月分

回収されました。
今後も、みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

今年度のリサイクル・デーは

あと２回！！

２月１５日（水）・ 3 月１５日（水）で す 。

12/10（土）「さいたま市小学校管楽器連盟演奏発表会」に

２

頭

出演しました。
2/18（土）「四校音楽のつどい」に出演します。

子どもたちの見守り、
よろしくお願いします。

＊今年度、最後の校外演奏となります。
ぜひ、お越しください！！
＜時間＞午前中（予定）
＜会場＞大宮小学校

体育館

＜出演校＞大宮小、芝川小、大宮東中、第二東中

日頃より、ベルマーク活動にご協力いただきありがとうございます。

エプソン ・ キャノン ・ ブラザー

のインクカートリッジもベルマーク点数になります。

純正品のみ となりますので、お出しいただく際は、一度確認をお願いいたします。

≪執行部より≫
特別支援学級開設に伴う、特別支援学級ＰＴＡ役員選出についてご理解、
ご協力をお願いいたします。

