
 

 

  

 
5/11(金)  市Ｐ連定期総会  

5/12(土)  第２回運営委員会、通年活動顔合わせ会 

5/15(火)  浦安市ふるさとづくり推進協議会総会 

5/16(水)  富中校区青少年健全育成連絡会総会 

5/19(土)  春季大運動会 

5/21(月)  振替休日 

5/26(土)  健全育成境川クリーン作戦 

            市Ｐ連（広報研修会、防犯セミナー、第１回運営委員会） 

6/2 (土)  市内陸上大会 

6/9 (土）  第３回運営委員会 

6/12(火)  ＰＴＡ会費集金日 

6/15(金)  県民の日（休校）  

 

２．ＰＴＡ活動報告及び活動予定 

【会長挨拶】 

ようやく初夏らしいお天気になってきました。 

最近、交通事故で子どもたちが犠牲になるケースが多く、胸が痛みます。 

この度富小ＰＴＡでは街頭指導方法を変更し、来週から保護者の皆様に『全員参加』でご協力いただ

くことになります。 

何事も初めはトラブルや想定外のことがありますが、「富小の子どもたちをみんなで守る」ためにご理

解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

明日はいよいよ運動会です。準備や後片付けなどご協力いただかなければならないことも多いですが、

併せて子どもたちにどうぞ温かいご声援をお願いいたします。 

 

【校長挨拶】 
日々のＰＴＡ活動・ボランティア活動、ありがとうございます。 

子どもたちは運動会練習に意欲的に取り組んでいます。一人ひとりが満足感のある運動会にしたい

と思います。 

毎朝、校門に立って挨拶していると、保護者や地域の方々など大人の方が何人も挨拶してください

ます。みんなで子どもを育ててくださっているのが伝わってきます。 

 

【学校より】 
10日のクリーン作戦での除草作業、ご協力ありがとうございました。 

運動会での準備・後片付け等お手伝いいただければ、助かります。よろしくお願いします。 

当日のゴミは、家庭にお持ち帰りください。 

 

 

 

 

【学校より】 
 
 
 
 

１．ご挨拶と学校からのお知らせ 

家 平成 24年 5月 18日 

会員各位 富 岡 小 学 校 校 長 松本 総一郎 

ＰＴＡ会長 岡本 久美子 

PTA 運営委員会だより② 

富小 PTA ホームページ  http ://www .tom isho .net/pta/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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。 
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【学級文化部より】 

今年度も給食センター見学試食会を計画中です。 

日程・詳細はあらためてお知らせいたします。 

 

【校外選考部より】 

 5/22（火）より新街頭指導が始まります。 

防犯腕章を配布いたしますので、ご使用のうえ、活動にご協力お願いします。 

 

【広報部より】 

 運動会当日に撮影を予定しています。ご協力お願いします。 

 

４．各部より 

 

【PTA会費集金】 

6 月 12日（火）に PTA会費の集金を予定しています。1家庭 2,400円となります。 

スムーズな集金のため、皆様のご協力をお願いします。 

 

【広報誌作成上のお願い】 

いつも PTA活動にご協力をいただき有難うございます。PTA広報部の活動として広報誌
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お願いいたします。尚、この書面を持ちまして発行の際の掲載確認の連絡とさせて頂

きますのでご了承下さい。ご不明な点などございましたら、広報部までお問い合わせ

下さい。 
 

 

 

 
 

 

３．事務局からのお知らせ 
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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。 

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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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。 

 
参加を申し込んだ方で、まだ連絡が来ていないという場合には、各代表にお問い合わせを

お願いします。尚、今後の参加申し込みも随時受け付けております。 

申込書はＰＴＡのホームページからもダウンロードできます。 

 

＜各連絡先＞ 

お父さんの会 加藤 （６－２） 380-4843 daddies.hd@gmail.com 

本の読み聞かせ 服部 （５－１） 355-3944  

本のおたすけ隊 宇田川（６－２） 355-9288  

ネットボランティア 岡本 （２－２） 351-4512 du4k-okmt@asahi-net.or.jp 

おはなしおはなし 鈴木 （２－２） 352-3251  

緑のボランティア 平林 （４－２） 702-8646  

季節を飾る会 横山 （３－１） 381-4537  

ベルマークを集める会 宇田川（６－２） 355-9288  
 

５．通年活動からのお知らせ 


