令和
元年１０月１７日発行
さ い た ま 市 立 芝 川 小 学 校
P
T
A
執
行
部
第３回運営委員会１０月１０日開催

《会長挨拶》
今年も滞りなく運動会を開催することができました。ご協力いただいた皆様本当にありがとうございました。
たくさんの地域の方々にお越しいただきお話をすることが出来ました。地域の先輩方が、芝川小の子どもたちの
成長をとても楽しみにしてくださっていることを感じました。保護者の皆様も、撮影ブースや観覧席を譲り合い
ながら、一日気持ちよく過ごすことができて、最高の運動会になりました。後片付けでも、年々お手伝いの手が
増え、どんどん楽になっていきます。ＰＴＡ会長になり、約２年が経ちました。その中で学校行事やＰＴＡ活動
を通して生まれた交流が人を繋いでいき、地域の安心ネットワークをより強くしていくことを学びました。普段
なかなか形として見えないものではありますが、運動会の一日を過ごした中でこうした輪のしっかりとある素晴
らしい地域で子育てをできていることのありがたみを改めて実感しました。これからも、保護者、学校、地域と
つながりを深め、子どもたちが安心して暮らせる関係を深めていけたらと思いますので、ご協力いただけたらと
思います。よろしくお願いいたします。

《校長挨拶》
運動会へのご協力ありがとうございました。春から、PTA 執行部の方々に相談し会場の大幅な変更を企画・
実施しました。大きなコンセプトは、
【保護者を中心とするご来場者に本校児童の演技を十分楽しんでいただき
たい】というものです。居住スペースと観覧スペースを分けたところがポイントです。私のイメージでは、【フ
ェスの会場：居住スペースに色とりどりのテントが広がり、小さなお子様やおじいちゃん、おばあちゃんがいら
してもゆっくりお過ごしいただける。ステージ（トラックを中心とする演技場）の周りには観客スタンドがあり、
出演アーティスト（子どもたち）の演技に集中し熱狂？できる。
】というものです。
コンセプト・イメージというのは実際にはなかなか実現しにくいものです。
が、
当日、プログラム１が終了した段階で思わず放送してしまいましたが、撮影ブースの整然としていること、前
列等譲り合い交代の見事なこと、感激しました。１日を通してあたかも３段のスタンドがあり観客が満席である
かのような様子でした。企画者・出演者だけでよいものが完成するのではなく、オーディエンスの力が合わさっ
て感動的な【フェス】が実現するのでしょう。まさに本校はそれです。保護者・地域の皆様のご協力・お力本当
に感激・感動しました。
PTA 執行部の方々が来賓受付等をしてくださり、保健体育部、ホリデイクラブの方々が駐輪場・正門・南門
等の整頓・対応等をしてくださりました。おやじの会の方々のサポートを中心に保護者地域の方々がお手伝いく
ださった後片付けと合わせ、当日の運営大成功の大きな要因の一つです。
職員には、
「当日難しいことがあればすべて教頭か私に回すように。」と話しましたが、教頭がすべて処理した
のか、私の所にはほぼ問題が入ってきませんでした。なので、私は、朝礼台前の特等席で子どもたちの可愛さ、
練習の成果、たくましさを感じながら、ありがたく、ありがたく一日中楽しませていただきました。当日の帰り、
休み明けの１０月１日、多くの方に運動会に関する感想をいただきました。反響は、【フェスの主催者】として
は大きな喜びです。お力添えいただいているうえにフォローアップまでしていただいている感覚です。ありがと
うございます。
１０月３日の PTA 芸術鑑賞教室、１１月１６日芝友の集いなど PTA の皆様に直接お世話になる行事があり
ます。また、１１月１日の体育全国発表では、来場者が３００名を超えることが分かりました。引き続き、お力
をいただく秋となります。どうぞよろしくお願いします。

《学校より》
運動会、芸術鑑賞会、そして就学時健康診断も無事に成功させることができました。各部を始め、皆様のご協力に改めて深く御
礼申し上げます。
下校時のルールとマナーについて
下校に関して、地域のドライバーの方々からご指摘を受けています。
・赤信号で飛び出した児童をひきそうになった。
・広がって歩いている児童に道をふさがれてしまった。
いずれも危険であるだけでなく、ドライバーの方が「もしものことがあったら…」と心配されて連絡をくれたものです。学級でも
改めて下校指導をしましたが、ご家庭でも移動の際などに交通ルールについて声かけをお願いします。
放課後の忘れ物について
放課後に忘れ物を取りに来る児童が、直接教室に向かうケースが見られます。お子様の安全に加え、教室備品の保全のためにも、
放課後に学校に来た際には一度職員室に立ち寄り、来たことをアナウンスするようご指導ください。
「自分発見！」チャレンジ UP さいたまについて
市内の様々な体験活動やボランティア活動に参加し、スタンプを集めることで、市内施設の入場が無料になったり、アルディー
ジャの観戦チケットがもらえたりするなど、様々な特典があります。市の web サイトでも見られますので是非ご活用ください。
https://www.city.saitama.jp/

自分発見で検索

ふれあいルームの使用について
１１月の全国大会でふれあいルームを会場として利用する都合上、机椅子を移動してしまっています。打合せなどは、西校舎２
階にある学習室（旧１－４）をご利用ください。
２学期は持久走大会や校外学習など多くの行事があります。また、１１月１日には全国の先生方が本校の授業を見にやってきま
す。これからも互いに声を掛け合いながら「子どもも大人も孤立させない」学校を目指して頑張っていきたいと思います。ご理解
とご協力をお願いします。
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♪次回ベルマーク回収は
12 月１０日（火）となっております♪

次年度に向けて執行部員の選考活動が始ま
りました。
「子どもたちが笑顔で学校生活を送るために
ご協力いただける方」という選考基準で、お
伺いのお電話をかけさせていただいていま

４９，６１５点

す。子どもたちのために前向きにご検討くだ
さい♪

【９月１７日時点】
引き続き、ご協力をよろしくお願いします♪
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★ 芝 友 の 集 い ★
令和元年１１月１６日（土）
１３：３０～１６：００

◎学校公開後、午後より開催いたします。
◎木曜日課の３時間授業になりますので、一度下校してい
ただき、お越しいただくことになります。

●埼玉朝鮮初中級学校
●金管バンドによる演奏会
♪風になりたい

♪オブラディ・オブラダ

●図書ボランティアコーナー
当日のお楽しみ！

●ふれあい福寿会
●工作コーナー
・飛行機

・けん玉

・ベル

・リボンヘアゴム

●手芸部コーナー 今年の新作もあります！

●バザー
掘り出し物が見つかるかも？！

●新鮮野菜販売
荒井農園さんより直送します

●お菓子（くじ付き）コーナー
当日券は数に限りがあります！！

●ゲームコーナー
障害物競走

●おやじの会コーナー （☂雨天決行！）
焼き芋

その場で食べてね！！

毎年恒例のお菓子レイを始め、昨年好評だった
小瓶のストラップ、人気のマスクも復活です。
そして、新作としてスライム、男女とも使える
ミサンガ、お友だちとぜひお揃いで！
その他色々ご用意していますのでぜひ、お待ち
しています。

盛りだくさんの内容で、みなさまのお越しをお待ちしています！
♪お誘いあわせの上、ぜひお越しください♪

次回のリサイクル・デーは

９月１日（日）、朝早くからホリディクラ
ブの部員で除草作業を行いました。

１０月１５日（火）です♪

運動会に向けて、校庭がとてもきれいになり
ました。

たくさんの資源提供、ありがとうございました。
アルミ缶回収～絆缶プロジェクト～もたくさ
んのご協力ありがとうございます。引き続き、
よろしくお願いします。

芸術鑑賞教室
１０月３日（木）に栗コーダーカル
テットスクールコンサートを開催し
ました。テレビで聴いたことのある
曲のオンパレードに、子どもたちは

レッツ・ジョインクリーン活動

盛り上がりました。

１１月１７日（日）
ＡＭ9：00 スタート（雨天中止）
「みんなの通学路をきれいにしよう！！」を
合言葉に、レッツ・ジョインクリーン活動が
行われます。

金管バンド
子どもたちは、演奏会に向けて
練習に励んでいます！！

保護者の方々、子どもたちで通学路のゴミを

みなさま、ぜひ聴きに来てください。

拾いながら学校に来てください！
自分発見パスポートにスタンプも押します
♪
ちょっとしたプレゼントも・・・♪

「大宮区民ふれあいフェア」
１０月２６日（土）１２：００～
鐘塚公園にて
（ソニックシティ横の公園）
♪風になりたい
♪オブラディ・オブラダ
♪RPG

執行部より
９月２8 日の運動会でのＰＴＡ競技の参加、
お手伝いありがとうございました。
みなさんのご協力により、スムーズにケガもな
く終わることができました。

