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第１回運営委員会５月１７日開催

《会長挨拶》

PTA 総会も無事に終わりました。ご協力頂いた皆様ありがとうございます。新体制と
して最初の運営委員会です。新たな気持ちでスタートしましょう！昨年度、学校内外のい
ろいろな活動に参加した中で学んだことや気づいたことを上手く活かして行けたらと思
います。この数年、子どもたちが巻き込まれる痛ましい事件や事故が起きています。子ど
もたちの安心安全を守るためには、保護者、学校、地域の連携が必要不可欠です。私たち
保護者同士がつくる繋がりや、日頃からの活動が果たしている役割はとても大きいという
ことを学ばせていただきました。子どもたちが、のびのびと毎日を楽しみながら成長でき
るよう、是非みんなで協力していきましょう。一年間どうぞよろしくお願い致します。

《校長挨拶》

５月１１日（金）には、本校ＰＴＡ総会が盛大に開催されましたことお祝い申し上げます。
ご参会の皆様方には、慎重なご審議をいただきありがとうございました。岡野友敬会長を中心とする、新体制に
よる活動により、本校学校教育がますます充実することを、合わせて、会員の皆様方がより強固な絆を結ばれま
すことを願っています。学校としましては、昨年同様、可能な限りの協力をしてまいります。

さて、今年度は、芝川小学校開校４５周年に当たります。大きな節目の４０周年の時は、記念式典などを実施
しました。４０周年と５０周年の中間にあたる４５周年では、「航空写真撮影」「記念コンサート」「シェフ給
食」など思い出に残る事業を実施します。このことにつきましても、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
今年度の本校教育活動ですが、次の４点を重点項目に掲げ、指導をしています。「基礎的基本的な知識、技能
の着実な定着」「心の教育の充実、人権教育の推進」「健康でたくましい体の育成」「より開かれた学校づくり
の推進」の４点です。
また、集団や社会の役に立ったという感覚、いわゆる「自己有用感」についても、高める指導をしています。
この「自己有用感」について、平成３０年１１月２０日（火）、本市の教員を対象に発表会を行います。また、
平成３１年１１月には、全国の教員を対象に発表を行います。
話は変わりますが、私は、入学式や始業式で、自分も友達も気持ちよく生活するために、「はい」「おはよう
ございます」「ありがとう」「ごめんなさい」の４つの言葉を使おうと、子どもたちに伝えました。
私たち大人でも、つらく厳しい仕事をしている時に「ありがとう」の一言で疲れが吹き飛ぶものです。あるいは、
自分を我慢して相手に何かを譲った時の「ありがとう」に癒された経験はないでしょうか。「ありがとう」は、
相手を元気にする魔法の言葉なのです。
「忙しい」「疲れた」等の言葉を使うと、不思議と元気が失われていきます。日頃から、積極的に「ありがと
う」を使っていきたいものです。
最後に宣伝が二つあります。
一つ目は、学校の様子を保護者や地域の方々に知っていただくために、ホーム―ページを適宜更新しています。
１日平均１５０名程度の閲覧があります。写真については、名前がわからないように加工して掲載しております。
二つ目は、毎年恒例のホタル観賞会です。今年は６月１日（金）です。予備日は４日（月）です。ホタル委員会
の児童や教職員で準備を進めております。ぜひお越しください。
そんな時は速やかに
申し出てください！
ケガや熱中症などになってしまった場合、速やかに医療機関で治療を受け、領収書を保管のうえ、
執行部までご連絡ください。※補償対象者：当校の保護者全員、保護者に同伴した同居の未就学児、教職員、
児童（物損事故でも保険が適用される場合があります。執行部にご相談ください。
）

《学校より》
ＰＴＡ役員をはじめ保護者の皆様、教頭の小松伸弘です。本年度も子どもたちのためにがんばります。新年度
のスタートにあたり、下記のことについてご確認ください。
・ＰＴＡ活動で使用できる部屋は、第二会議室、多目的室、ふれあいルームを基本としています。それ以外の
部屋については児童の活動を優先とさせていただきますが、臨時でご使用になる場合には、教頭までご相談
ください。
・職員室にご用の際は、ノックをし、
「○○部の△△です。（用件）～」と、大きめの声でお声かけください。
職員室では、児童の個人情報にかかわる相談や電話をしていることがありますので、入室に際しては入室を
お知らせいただく必要があります。
・文書の回覧や配付の際には、教頭、教務までお声かけください。お預かりします。
・担任を介して回収するアンケート等の回収物の際には、切り取り線の下にも表題及び担当部名を入れるよう
お願いいたします。そして回収する部分を貼り付け、〆切を明記した回収用封筒をご用意いただき、教頭に
お預けください。
・総会資料などにも、重要な個人情報があふれています。資料作成の際、及び管理には十分お気を付けくださ
い。
・ＰＴＡ会議室でお仕事をされる場合、午後５時を過ぎるときには職員に一言お知らせください。
・ご来校の際は正門で自転車を降りていただき、駐輪スペースまで押してください。
・行事予定は変更がありますので、学校だより、学年だより等でご確認ください。
夏が近づき、体調管理が難しくなってきました。お子さんが元気に一日を過ごすことができるよう、日頃から
「早寝・早起き・朝ごはん」にご協力ください。
本年もよろしくお願いいたします。
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第１回活動予定

第 4 回理事会出席

●ＰＴＡが優先的に使用できる教室があります♪
★教頭先生に事前に確認と予約が必要です！
第二会議室(西校舎２階)
ふれあいルーム(西校舎 1 階)
多 目 的 室 (東 校 舎 ３ 階 )
●ＰＴＡの下駄箱があります♪
★上履きを忘れた場合…
箱に入っている茶色のスリッパを使用してください！
職員玄関(昇降口の左手)にある、紺色のスリッパは
来賓用になりますので、使用はご遠慮ください。

●ホタルカード
★来校時には、必ず着用してください！
★ 新しいカードが必要になりましたら連絡帳
にて担任の先生にお申し出ください！
●第二会議室掲示板(入ってすぐ左側)に、ＰＴＡ
関連の参加者募集のご案内を掲示することがあ
ります。
興味のある方は、ぜひご覧ください。

部員の保護者の方にご出席いただき、今年度の役員が
選出されました。

5 月１日（火）第一音楽室において、金管
バンド保護者会総会が開催されました。
新部員 27 名を迎え、58 名（男子 14 名、
女子 44 名）で今年度の活動をスタートしま
した！
脇元先生のご指導のもと、子どもたちは
日々練習に励んでいます。
ぜひ！郊外の演奏にも足をお運びいただき、
心を合わせて奏でるハーモニーをお聞きく
ださい♪

会長

今川 裕子(６－２)

副会長

川崎 礼子(６－１)
小花 真由美(５－１)
松岡 宏美(４－４)

会計

箱島 ユリカ(５－３)
前田 恵美（４－２)

監査

生田 美希(６－１)

昨年度、学校より希望がありましたス ト ッ プ ウ ォ ッ チ を ８ 個 購入することができました。
ご協力ありがとうございました。
今年度も引き続き、たくさんの子供たちの笑顔のために、ご協力をお願いたします。

２年間ＰＴＡ活動に深く携わらせてい
ただき、ＰＴＡ活動は先生方や保護者の皆
様のご理解、ご協力あってのものである
と、実感する日々でした。
芝川小のＰＴＡで本当によかったと思
っております。

先生方をはじめ、たくさんの方々にたく
さん助けていただき、なんとか任期を終え
ることができました。
様々な学びと、たくさんの出会いのある貴
重な２年間でした。
本当にありがとうございました。

ありがとうございました。
水田

智子

振り返ると長いようであっという間の２
年間でした。
支えてくださった皆様に心から感謝申し
上げます。
二年間本当にありがとうございました！

鬼原

朋子

役員経験のない私が勤められるのか不安
でしたが、皆さんに支えられてなんとか終
える事ができました。
大変なこともありましたが、学校の様子
を知ることができ振り返ればとても楽しい
日々でした。
二年間ありがとうございました。

竹本

圭子

嶋村

。

を集金させていただきます。

集金日

5 月 25 日（金）

よろしくお願いします。

※集金についてのお手紙は 5 月 17 日(木)、

５月

執行部

7月

広報部

9月

総務部

１０月

保健体育部

１１月

文化部

1月

地区環境部

２月

ベルマーク部

納入袋は 5 月 23 日(水)に配付済です。

ご協力お願い致します。

智子

