
【会長挨拶】 

 ９月の市Ｐ連スポーツ大会は無事終了いたしました。参加された皆様お疲れさまでした。 

 9/28 には「ベルマークを集める会」がベルマーク集計を、10/1 には「お父さんの会」が

校舎の高い場所の窓拭きをしてくださいました。また、「雛人形を飾る会」が職員室横に、 

すてきなハロウィンの飾り付けをしてくださっています、皆様ありがとうございました。 

２学期は芸術鑑賞教室や学年活動などが予定されています。保護者の皆様にはご参加・ご

協力よろしくお願いいたします。 

 

【校長挨拶】 

修学旅行も台風の中でしたが、無事に終了いたしました。５年生も林間学校から、無事

にもどってきました。 

10 月になり、だいぶ気温が下がってきました。風邪をひいている子もいます。体調管

理をよろしくお願いします。 

 

【学校より】 

   ５年生の林間学校、自然の中での子供たちは、学校の様子とも違い、成長ぶりを感じる

ことができました。各学年とも、校外学習の大切さを感じました。 

  お父さんの会さんが、学校の窓ふきをしてくれました。 

  ありがとうございました。日ごろより、皆さんのボランティア                 

 活動には感謝しています。                                                                                                                                                                                      

 

                               富岡小学校校長  竹内 雄一 

                               富岡小学校ＰＴＡ会長 岡本久美子

 
 
[活動報告] 

9/3  (土) おとうさんの会・校庭キャンプ   台風のためデイキャンプに。 

9/8  (木) クリーン作戦 

9/19  (月・祝)  市Ｐ連スポーツ大会 

10/1  (土) 第六回運営委員会 

[今後の予定] 

10/1(土) 市 Pワーキンググループ、運営委員会（美浜公民館） 

10/8(土) 富岡幼稚園運動会 

10/15(土) 防災セミナー（中央公民館） 

10/26（水） 富岡中学健全育成連絡会 第二回総会 

10/29（土） 境川堤防沿いの除草作業・花植 

11/13（日） 県Ｐ大会 

 

 

２．ＰＴＡ活動報告及び活動予定 

１．ご挨拶と学校からのお知らせ 

家 

会員各位 

PTA 運営委員会だより⑥ 

平成 23年 10月７日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

  児童名  年  組                

  保護者名                     
 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
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従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

  児童名  年  組                

  保護者名                     
 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

  児童名  年  組                

  保護者名                     
 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 

 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

  児童名  年  組                

  保護者名                     
 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

  児童名  年  組                

  保護者名                     
 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 

 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

  児童名  年  組                

  保護者名                     
 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

  児童名  年  組                

  保護者名                     
 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 

切り取り 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

 

【学級部より】 

  学年活動予定   1～2年生合同     10/19（水） 

                      3年生／4年生     12/8（木） 

           5年生、6年生     企画検討中です。  

【文化部より】 

 9/28 給食センター見学・試食会、無事終了しました。ご参加ありがとうございました。 

 10/28 芸術鑑賞教室「落語とマジック体験教室」開催予定 

 

【校外部より】 

子どもたちの安全のため、街頭指導にご協力お願いします。 

 

【広報部より】 

  各行事への取材にご協力よろしくお願いいたします。 

 

【選考部より】 

  9/15,来年度の役員選出についてのお便りを発行しました。 

  今後、役員決定にむけて活動予定。 

 

４．各部より 

 

【市 P 連スポーツ大会について】 

・市 P連スポーツ大会には下記種目で参加しました。（女子ソフトは富岡中学と合同） 

 

男子ソフトボール（富小にて）  ０勝３敗 

 女子ソフトボール（舞浜小にて） ２回戦敗退 

  トリムバレー（総合体育館にて） 混合チーム  ２勝２敗 

                  女子Ａチーム ３勝１敗 

                  女子Ｂチーム １勝３敗 

  参加された皆さん、お疲れさまでした！応援いただいた皆さん、ありがとうございました。 

 

   

・【富小メールマガジン】  ９月末で従来の「れんらくもう」から「マメール」に移行を完        

                了しました。ご協力ありがとうございました。  

✽ご質問などは、magadmin@tomisho.net（富小メルマガ管理者）までお願いします。 

          

 

【会計より】～出金のご報告～ 

出産お祝金 5000円 

市 P連関係費（道具代） 8400円 

保険更新料 27525円 

モバイル代 22000円 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

３．事務局からのお知らせ 

 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

  児童名  年  組                

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 

 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

  児童名  年  組                

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 

 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小事件を契機に、子ども達を見守るために、親として何かできることはない

かと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 
 

防犯パトロール板希望者募集！ 

富岡小学校の付近で、黄色いパトロール板をつけた自転車を見かけたことはありません

か？ 

2 年前の池田小 事件を契機に、子ども達を見守るために、親と

して何かできることはないかと考え、始められた活動です。 

従来、校外部が中心となり年数回のパトロール・交通安全指導を行っていますが、日常

使用する自転車に「パトロール中」の板を取り付けて走っていただくことで、「この地域の

子どもたちは大人の目によって守られている」という印象を定着させ、いつ起こるかわか

らない事件・事故を未然に防ぐ効果もあると思われます。 

悲しい事件から、子ども達を私達の手で守るため、今年度も引き続きこの活動を行

っていきたいと思います。既にご協力いただいている方には、引き続きご協力をお願

いします。いったん配布したパトロール板は回収しません。取り付け方法を含め、ご

自由に活用してください。 

※なお、この活動は犯罪摘発を

目的とはしていませんので、不

審者を見かけても独りで立ち

向かおうとせず、警察や学校に

速やかに通報してください。た

くさんの方の参加・ご協力をお

願いします。お申し込みは下部

お申し込み書を切り取り、担任

の先生にお渡しください。 

〆切は 6月 27日（金）です。 

お問い合わせは、事務局 有賀（380-0484）まで。 

 

                                 （事務局） 

防犯パトロール板申込書 

パトロール板を希望します（希望枚数  枚） 

  児童名  年  組                

切り取り 

パト板写真？ 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

６．その他のお知らせ 

切り取り 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 

 富岡の地名の由来は、明治の終わりごろに堀江の内田佐平次という人が

この地を中心に16万平方メートルに及ぶ池を作り、ウナギやボラの養殖を

始め、その後、この池を富岡という人が買い受けて養殖業を経営していた

ので、人々がこの池を「富岡の池」と呼んだことに由来します。 


