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【校長挨拶】 フェスティバルに対し、子ども達は一所懸命に取り組み、多くの子どもが充実感を覚えて終

了したと思います。保護者や地域の方々が多く見に来て下さるこの行事を通じ、子ども達は大きな壁を乗り

越え成長していきました。その成長は、「目に見える」ものと「心の中」のものがあります。例えば５年生は

英語劇に挑戦しましたが、練習も本番も非常に張り切って活き活きと、自分たちのやってきた成果を発表し

ようとしていました。対照的に６年生は、時間を掛けて自分たちが身に付けてきた日本文化を、しっとりと、

伝え広めたい、という気持ちが発表に表れていました。低学年においても、限られたスペースの中で、1 人

ひとりが一生懸命に発表している様子が見られました。 

「だまし絵」から学ぶことについて。「見方を変えれば色々なように見える。」ここ一カ月くらい、こちら

が良しと思っていたことも、見方を変えると問題があった、とわかることが多々ありました。保護者の皆さ

んから頂くアンケートや、直接のご意見、そして子どもたちの思いなど、色々な視点から見るようにしてき

たつもりではありましたが、足りなかった部分もあったと感じています。教職員にも今一度この話をし、再

度この「だまし絵」が教えてくれることを、心に留めていきたいと思っています。 

 

【学校より】学校の全ての入口に防犯カメラを設置しました。夜間含め 

24時間録画し、条例に基づいて適切に管理しています。 

 お腹の風邪が流行っています。児童には、手洗いうがい、ハンカチを 

持ってくることを徹底させています。 

子ども達には、親子学年ＰＴＡ活動や、校外学習などを通じ、多くの人と 

触れ合いながら成長していってほしいと思います。 

２.校長挨拶と学校からのお知らせ 

家 

Ｐ Ｔ Ａ 運 営 委 員 会 だ よ り ⑦ 

 

日の暮れる時間が冬の到来を告げ、あっという間に今年も残りわずかとなりました。 

２学期には多くの学校行事やＰＴＡ活動が行われました。先生方や保護者の皆様のあたたかい見守りの下

で、子どもたちは充実した時間を過ごし、大きく成長してくれたと思います。 

２学期締めくくりの第 7回運営委員会では、地域協力委員の方々にも活動のご報告をいただきました。子

どもたちを取り巻く地域でのご活躍に感謝申し上げます。通年活動の活躍の様子も校内で多々拝見すること

ができ、活動の楽しさが伝わってきました。ネットボランティアによるホームページ更新も頻繁に行われて

います。「富小ＰＴＡ」で検索してください。また、学級文化部は楽しい企画の親子学年活動、校外部は子ど

もを守る街頭指導活動、選考部は来年度の役員選考活動、広報部は地道な取材活動と、本当に数多くの方々

によって PTA 活動が行われています。皆様のご努力に感謝申しあげます。 

 このような学校での活動を通じて、子どもたちの様子を見たり、気の合う仲間が増えたりと、私たち保護

者も普段の生活では得られない貴重な機会を得ることができます。漠然と「PTA って大変」とお感じの皆様、

もう一歩だけ前に踏み出していただければ幸いです。 

１．会長挨拶 

 

 



 

【会計より（出金報告）】 

芸術鑑賞教室 215,000円  

健全育成連絡会賛助金 10,000円  

事務費（コピー用紙、プリンタ、予備インク） 16,451円  

 合計 262,558円 学級文化部（写真印刷、芸術鑑賞教室諸事務費） 2,328 円 

 

【お知らせ】 

 

古いプリンタが故障し、修理費用が高額であること、購入から５年以上経過していることを考慮して、新し

いものを購入いたしました。取扱説明書は、プリンタの左側に置いてあります。お困りの事がございました

ら、事務局メンバーへご一報ください。 

なおインクのコストを抑えるため、ＰＴＡ会議室のプリンタでの印刷は「１つの原稿について、７部まで」

でお願いします。８部以上必要な場合は、学校の印刷機を借りてご対応ください。 

 

【給食センター運営委員より】 

2016年度 4月より、学校給食の牛乳のパッケージが、ビンから紙パックへ 

変更されます。設備が老朽化し更新にはコストがかかること、また紙パックの 

方が軽く子どもたちの負担も減ることから、実施が決まりました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事 務 局 よ り 

 

 

【活動報告】 

10/3 (土) 市 P連運営委員会(18:30～ 岩崎、永利) 

10/24 (土) 一日補導員キャンペーン（10：00～12：00 須崎、青少年補導員 安倍) 

10/27 (火) 富岡中学校区青少年健全育成連絡会第 2回総会(岩崎、青少年補導員 安倍) 

10/31 (土) 境川クリーン作戦（10:00～ 広報部より笹野、庄司） 

11/7 (土) ふるさと推進協議会花いっぱい運動(学級文化部より森、平野) 

11/14 (土) 第２回学校評議員会(岩崎) 

11/15 (日) 県 P研究大会(印旗郡 岩崎、永利) 

11/19 (木) 給食センター運営委員会（下田） 

11/21 (土) 市 P連本部役員会(18:00～ 永利) 

12/5 (土) 事務局会(9:00～)、第７回運営委員会(10:00～) 

2 学期 学年学級会計監査 

市 P連運営委員会(18:30～ 岩崎、永利) 

【活動予定】 

1/16 (土) 事務局会（9:00～） 

1/23 (土) 市 P連本部役員会（18:00～ 永利) 

2/6 (土) 事務局会（9:00～）第 8回運営委員会(10:00～) 

  市 P連防犯セミナー（15:30～18:00） 

  市 P連第 5回運営委員会（18:30～岩崎、永利) 

 

３．活動報告と予定 

ＰＴＡ会議室のプリンタが新しくなりました。 

 

 



 

【学級文化部】 

◆11/4(水)に開催した今年度の芸術鑑賞教室は「物を大切に」がテーマでした。笑いあり、ダンスあり、児

童にも保護者の皆さんにも楽しんでいただけたと思います。アンケート結果をとりまとめたものを、お礼状

と共に、楽団さんへお送りしております。 

◆親子学年活動予定  ◇６年生：12/15(火)１組、16(水)２組 ２・３時間目 シェラトン親子料理教室 

  ◇５年生：1/20(水) 5・６時間目 百人一首大会 

   ◇４年生：1/22(金) 3・４時間目 ２分の１成人式 

【校外部】 

◆２学期も街頭指導にご協力いただき、ありがとうございました。 

◆提出いただいたアンケートの回答の中に「通学路以外の道を通っている、児童がみられる」との指摘がご

ざいました。学校でも改めて、児童を指導してくださるとのことです。登下校には通学路を使用することが

決められており、通学路以外の道は保険適用外となりますので、ご家庭でもお子さまとお話くださいますよ

うお願いいたします。 

【選考部】 

◆H28年度本部役員・地域協力委員の募集活動にご協力いただき、ありがとう 

ございました。お陰様で、全ての役職について立候補者を選出することができました。 

【広報部】 

◆２学期も、取材活動にご理解、ご協力いただき、ありがとうございました。 

◆「とみおか」の後期発行分は、第一回の校正作業に入っております。 

３学期にみなさまのお手元にお届けしますので、楽しみにお待ちください。 

 

 

 

 

【防災セミナー】 

2/6(土)15：30～高洲公民館にて、開催されます。 

内容は、情報モラル教育プログラムについて～『子どもをネットトラブルから守るために』をテーマにする

予定です。３学期に入りましたら、全家庭より出席希望者を公募いたします。多くの方が、興味を持ってお

られるテーマとなっています。奮ってご参加ください。 

 

５．市 Ｐ 連 関 連 

 

 

第７回運営委員会の承認を受けて、以下のとおり特別委員会を設置しましたので、ご報告いたします。 

 

☆名称：会則制改定特別委員会 

☆目的：富小ＰＴＡの会則を、理解しやすく、実情に沿ったものにします。 

☆目標：Ｈ２８年度４月開催予定の定期総会で、会員の皆様の承認を得られるよう、作業を開始しました。 

☆現在、運営委員会より７名が特別委員会に参加しています。 

☆会員のみなさまにも、是非、この作業に参加していただきたく、委員を募集いたします。 

参加を希望される方は、12/17(木)までに、以下の要領でメールにてご連絡ください。 

＊連絡先：会長 岩崎泰司 umeboshijiro1970@ezweb.ne.jp 

＊題名「特別委員会参加希望」＊本文：ご本人の氏名、児童の氏名および学年クラスを記載してください。 

６．富小ＰＴＡ会則について 

 

７．各 部 よ り 

 

 



 

【社会福祉協議会 支部推進委員】 

・7/6     南１支部第 1回推進委員会出席 ・7/15     ふれあい広場「とみおか」参加 

・9/7     南１支部第２回推進委員会出席 ・11/2     南１支部第３回推進委員会出席 

・11/11  ふれあい広場「とみおか」参加 

 

【交通安全対策協議会委員】 

・7/8 平成 27年度 浦安市交通安全対策協議会委嘱状交付式及び定期総会への出席 

・7/17 通学路における交通安全上の注意箇所の点検 

 

【防犯協会支部長】 

・9/30 防犯支部長意見交換会 

 ・自治会毎に参加の差が目立ちました。 

 ・マンションでは高齢化が進み、防犯パトロールの人手確保が難しいとのこと。 

 ・浦安市の犯罪件数は前年比 20％減です。 

 ・中町地区の街頭犯罪の発生も減少していますが、自転車盗が多くみられます。 

・10/17 市民祭り防犯キャンペーン（市役所前にて啓発品を配布しました） 

・11/8 防犯講演会出席 

《予定》12/8  歳末特別警戒防犯キャンペーンおよび市内一斉パトロール 

 

【青少年補導員】 

・地区パトロール８回：7/7、7/22、 8/4、8/24、10/6、10/19、11/4、11/16 

・早朝パトロール：9/1 

・納涼花火大会パトロール：7/25（会場周辺は特に問題ありませんでした） 

・市民まつりパトロール：10/18 

・一日補導員キャンペーン：10/24（駅前ダイエー付近で啓発品を配ったのち、入船をパトロール） 

・ブロック会議：10/26 

・富岡中学校区青少年健全育成連絡会第 2回総会：10/27 

・べかぶね編集会議３回：8/26、10/27、28 

       (親しみ易く読みやすい誌面作りに努めています。是非ご覧下さい） 

《予定》１～３月 地区パトロール５回、早朝パトロール１回、ブロック会議１回 

 

【青少年相談員】 

・7/4～5 青少年夏のキャンンプ ・7/24 第２回役員会 

・8/5 浦安市少年少女洋上研修 第３回実行委員会 

・8/16 浦安市少年少女洋上研修 結団式、事前研修会、第４回実行委員会 

・8/20～/24 浦安市少年少女洋上研修 

・9/17 第３回役員会 

・10/11 プラックシアター発表会（市内中学校美術部対象） 

・10/27 葛南地区青少年相談員課題研修会 ・10/29 第３回体育部会 

・11/13 第４回役員会  ・11/21 県外研修 

８．地域協力委員より【活動報告】 

 

 



 

【季節を飾る会】 

・9/4 お月見飾り ・9/30 お月見撤収&ハロウィン飾り 

・10/13 製作 ・11/2 ハロウィン撤収 

・11/27 happy winter 飾り・12/21 お正月飾り 

【おはなしおはなし】 

・2学期は各学年 2～3回の活動を行いました。 

・季節に合わせた昔話を選ぶなど、各学年工夫しています。 

・ＰＴＡ運営委員会だより⑥10月号掲載の特集記事作成 

【お父さんの会】 

・9/5～6 校庭キャンプ開催 

・11/7 親子クリーン作戦実施（窓掃除、包丁研ぎ、落ち葉拾い、レクリエーション） 

・12/6 クリスマス会 

・ＰＴＡ運営委員会だより④７月号 号外掲載の特集記事作成 

【ネットボランティア】 

・富小ＨＰの移行関連（打合せ、移行作業） 

・ＰＴＡのＨＰ更新（運営委員会だより２回、通年活動のページ３回、ＰＴＡからのお知らせ１回） 

【本のお助け隊】 

・9/4 図書室清掃作業お手伝い、本の修理 

・10/8 古本クリーニング、古本市で使う本棚作り、本の補修、図書室から依頼された本の補修 

・11/2 古本市準備(ジャンル別け、冊数調査)、ストック用の箱作り、古本クリーニング 

・11/13 富小フェスティバル前日準備(古本移動、会場設営、看板ポスター貼り等)  

・11/14 並べた本の整理整頓、一人 2冊まで OKの告知、読み終えた本は、又学校へ寄付依頼 

 体育館への誘導(校長先生より依頼)、富フェス終了後、片付け 

・ＰＴＡ運営委員会だより⑥10月号掲載の特集記事作成 

【緑のボランティア】 

・9/28 緑のカーテンの撤去（５名） 

・10/15 境川プランター花壇の耕しと花苗抜き（５名） 

・10/19 富岡門前花壇の花抜き、耕しと花植え（４名） 

・10/22 境川プランター花壇の耕しと花苗抜き（３名） 

・11/18 日生側フェンスからはみ出た枝の伐採、フェンス下清掃（４名） 

・12/7 南側フェンスからはみ出た枝の伐採、フェンス下清掃、草取り 

・ＰＴＡ運営委員会だより③６月号掲載の特集記事作成 

【本の読み聞かせ】 

・２学期は 11回の活動で、10人前後の子ども達が参加してくれました。 

・ＰＴＡ運営委員会だより⑤９月号掲載の特集記事作成 

【ベルマークを集める会】 

・9/30・11/4 …両日ともに回収集計作業を行いました。 

・今年はインクの回収が良いので、12/14の最後の作業日に業者へ引き取りの連絡を入れたいと思います。 

・また、2年分のベルマーク預金をサッカー部のボール 10個と交換しました。 

・11/4に練習風景を撮影させて頂き、PTA活動のミニポスターを新しく作成しました。 

・ＰＴＡ運営委員会だより④７月号掲載の特集記事作成 

 

 

 

 

 

９．通年活動より【活動報告】 

 

 

 



富小ネットボランティア（代表／岡本） 

 

◆活動内容 

以前は富小独自のＨＰの更新やメールマガジンシステムの管理も 

していましたが、いずれも浦安市教育委員会のシステムに移行したので、 

現在は以下のような活動をしています。  

・富小ＰＴＡのＨＰの更新 
（主に「ＰＴＡからのお知らせ」、「通年活動等の紹介」、「運営委員会だより」の 

アップなど） 

・レンタルサーバの管理 

 

今後は先生方が富小ＨＰのページを作成される際のお手伝いができれば…と考えています。 

 

◆活動スケジュール 

定例的な会議は、ほとんどありません（昨年は１回のみ）。 

 

◆活動場所 

ＰＴＡ事務局や通年活動からの更新依頼があった時に全て自宅のパソコンで行います。 

◆募集案内 

ＨＰ作成にご興味のあるお父さん・お母さんを随時募集しております。 

 

運営しているホームページは以下のアドレスです。ぜひご覧になってみて下さい！ 
 

富小ＰＴＡのＨＰ  http://www.tomisho.net/pta/pta_index.html 

  
 

 

 

 

 

 

代表：岡本 du4k-okmt@asahi-net.or.jp 

10．通年活動 ～ネットボランティア～ 特集 

皆様のご協力の程 

宜しくお願いいたします。 
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