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【校長挨拶】 

懇談会にご出席ありがとうございました。 

ＬＩＮＥで発信した疑問が、その中の会話で解決したかのように錯覚

し、事実と違う事があたかも真実のようになってしまう場合があります。疑問

は、担任でも教頭でも構いませんので直接学校にお問い合わせ下さい。 

7 月末より、４－２高橋宣子先生が産休に入り、田口真衣先生が担

任となります。 

９月１日（火）には、引渡訓練がありますが、昨年度より、地域の

方々が多数本校に避難してきた場合を想定した訓練も、体育館で同時に

行っています。本校の方も引渡訓練の後に、ぜひご参加ください。 

 

【学校より】 

先日説明会を行った「放課後異年齢児交流促進事業」が７月７日より

スタートします。それによって、放課後、土日、長期休業中も多数の出入り

があることから、会議室に鍵を掛けることとし、セコムも設置しました。「放課

後異年齢児交流促進事業」は学校とは別の組織（市の青少年課）とな

り、施錠の管理も別になりますので、ご注意下さい。 

工事が入る為、８月中は、体育館が使用禁止です。 

個人面談終了後、特別教室のエアコン設置工事を行います。  

９月は、行事が盛り沢山な月です。お父さんの会の校庭キャンプに始ま

り、市 P連スポーツ大会、４年生以外は校外学習が行われます。 

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 ④ アドレスが 

変 わ り 

ま し た ！ 

【活動報告】 

6/13(土) 

*市Ｐ連第１回運営委員会 

*市Ｐ連防災セミナー 

6/20(土) 

*市Ｐ連ｽﾎﾟｰﾂ大会実行委員会① 

7/4(土) 

  *事務局会、第４回運営委員会 

*１学期 学級および学年会計監査 

  *市Ｐ連会計セミナー 

7/10(金) 

  *防犯パトロール 

【活動予定】 

8/1(土) 

  *市 P連本部役員会 

8/29(土) 

  *市 P連 AED講習会 

*市Ｐ連第 2回運営委員会 

9/1(火) 

  *中学校区合同引き渡し避難訓練 

9/5(土) 

  *事務局会、第５回運営委員会 

３．活動報告と予定 

 

子どもたちが首を長くして待っている夏休みが目前です。保護者の皆さまも、楽しい行楽の計画を練っておられる頃でしょう。 

さて、今回の挨拶は貴重な紙面を拝借し、ＰＴＡ活動について私の考えをお伝えしたいと思います。 

ＰＴＡでは、会員・役員の活動すべてがボランティアで成り立っています。個人で無理をされず、みなさんで助け合って進め

て行くことが大切です。ＰＴＡの会則と趣旨を守ることができれば「～でなければならない」という慣例やノルマに縛られて活動

する必要はありません。大きく方針や内容を変える場合は、事務局へご相談下さい。縁あって富小に集まった皆さんで、より良

い方向を考えて行きましょう。また「いままでこうだった」に捉われることなく、常に手順を見直し、ムダの少ない方法を見つけ、そ

れを記録に残して下さい。 

私たちがＰＴＡ活動を楽しむことが、この先、富小ＰＴＡを担ってゆく方々の活動や運営における礎になることと思います。 

 

１．会長挨拶 

 

 



 

【学級文化部】学年活動の予定が決まりました。 

1･2年生:10/9(金)③④ミニ運動会、 3年生:12/3(木)⑤ドッヂボール大会、 

4年生:１月 1/2成人式、 5年生：1/20(水)⑤⑥百人一首大会、 

6年生：12月シェラトン親子料理教室 

 

【校外部】１学期は街頭指導へのご協力、ありがとうございます。 

夏休み中も、帰宅時間の子ども達の見守りを、宜しくお願いいたします。 

「富岡小の子ども」は、“登校してから忘れ物を取りに帰るのは危険なのでやめましょう“。 学校でも低学年の時期から、

ご指導いただいているようですが、ご家庭でも再確認をお願いします。 

 

【広報部】先生方や保護者の皆さまのご協力もあり、今年度初めての広報誌が間もなく完成いたします。 

記念となる“100号”は、13日（月）に配布予定です。どうぞご覧になってください。 

 

【会計より（出金報告）】 

●校外部 ラミネート版用色画用紙 108円 

●広報部 USB メモリ       1,317円  計 1,425円 

 

【浦安市学校給食センター運営委員について】 

以下の通り、運営委員会の承認を受けましたので、ご報告いたします。 

任期Ｈ28年７月～H29年 6月を務める当委員は、選考部によるＨ２８年度富小ＰＴＡ本部役員の募集

活動で選出された、副会長の中から兼任者を決定することと致します。なお、副会長との兼務であり、当委員の

みを担当する訳ではありません。（※当委員の概要は「だより③」をご参照ください） 

 

 

【男子ソフトボール メンバー大募集】 

9月 21日（月・祝）に開催される、市Ｐ連スポーツ大会出場に向け、参加メンバーを募集中です。野球・ソフトボール等

経験・未経験を問いません。楽しくプレーするのがチームのモットーです。日曜日の朝に汗を流してみませんか。現在 11 名と

ギリギリの人数となっていますので興味のある方は、是非とも運動の出来る格好にて練習にいらしてください。 

■練習日時：日曜日 7:00～9:00 富小校庭 

■問合せ先：富岡小市Ｐ連ソフトボール キャプテン横山 32-yokoyama@jcom.home.ne.jp 

 

【自転車安全利用推進会議委員会 委員】 

昨年度に引き続き、須崎副会長にお引き受け頂くこととなりましたので、ご報告致します。 

任期：（H26年９月）～H28年 8月 業務：年１～２回の委員会に出席 

 

【市Ｐ連ＡＥＤ講習会】～お詫び～ 

 8/29(土)15:30～18:00高洲公民館にて開催されます。 

「だより②」にて全ご家庭へ募集を予定している旨、ご案内いたしましたが、市Ｐ連より「ソフトボール、トリムバレー

の出場者から必ず出席」との指定がありました。よって、今回の公募は見送らせて頂きます。 

楽しみにしてくださっていた方もいらっしゃるとは思いますが、ご理解くださいますよう、お願いいたします。 

 

６．各 部 よ り 

 

４．事務局からのお知らせ 

 

５．市Ｐ連 関連のお知らせ 

 

 



 

【青少年相談員】  猪塚さん 

4/2 臨時役員会、4/10 定期総会・第一回全体会、4/20 第一回体育部会 

4/25 たけのこご飯事前準備、4/26 たけのこ掘り、 

5/15 第一回富岡中学校区青少年健全育成連絡会総会 

5/22 洋上研修 第一回実行委員会、5/28 第二回体育部会、5/29 第一回役員会 

6/13 ドッチボール大会前日準備、6/14 第 35回少年親善スポーツドッチボール大会 

6/28 夏のキャンプ事前説明会、7/1 洋上研修 第二回実行委員会、7/4～5 夏のキャンプ 

 

 

 

 

【青少年補導員】  安倍さん 

5/19,25 地区パトロール:放置自転車の多さが目につきました。 

5/15 青少年健全育成会総会 5/27 社会福祉協議会総会・べかぶね編集会議 

6/2 地区パトロール:ゴミを拾いながらパトロール 

6/6 ふれあい広場とみおか:京成サンコーポ、富岡エステート合同集会所にて手芸の催し 

6/24 べかぶね編集会議:べかぶねに載せる活動報告を選ぶ。 

7/3 H27年度委嘱状交付式、定期総会及び第一回ブロック会議 

7/7 地区パトロール  7/8 べかぶね編集会議 

《予定》 7/22 地区パトロール、7/25 納涼花火大会パトロール、7/31 県下一斉合同パトロール 

 

【社会福祉協議会 支部推進委員】 山本（千）さん 

◆5/27 南一支部 総会出席（委嘱状の交付、H26年度活動・決算報告、H27年度活動計画など） 

◆7/６ 南一支部 第１回推進委員会 出席 

(浦安市社会福祉協議会の事業内容について、年間活動予定、他) 

《予定》7/１５「ふれあい親子広場富岡」開催 

 

【防犯協会支部長】 清水さん 

◆5/20 浦安市防犯協会通常総会 出席 

浦安市防犯協会の成り立ちが興味深かったです。（ディズニーランドでの万引き件数増加によって、浦

安市の犯罪件数が上昇したことへの、対策。現在は万引きは減少しているとのこと。） 

浦安市・警察・自治体が一体となって防犯活動を行っていくという活動の意義を感じました。 

◆6/7 防犯支部長 研修会 出席 

《予定》 7/9～12 夏期防犯キャンペーン 市内一斉パトロール実施 

7/10 17:00～18:00 校外部、学校と共に富岡地区をパトロール 

 

 

【交通安全対策協議会委員】 中村さん 

◆７月から来年度６月までの任期になります。宜しくお願いします。 

◆5/11 H27年春の全国交通安全運動団結式 （前任者木村さん）参加 

新浦安駅前広場で団結式を行った後、駅周辺で啓発物資を配布。自転車の安全利用推進のため

の広告を施したラッピングバスの出発式が行われました。 

◆7/8 交通安全対策協議会 総会、委嘱交付式 

７.地域協力委員より 

 

現在は、自転車盗難の件数が

増えているそうです。幸い、富岡

地区では殆どありませんが、駅周

辺の入船地区で頻繁に起こって

いるそうです。みなさんも、駐輪

の際は施錠を心掛けてください。 

青少年相談員では、来期メンバーを募集しています。興味がある方は、各クラスの選考部までお問い

合わせください。具体的なお仕事の内容など、現任の相談員から、ご説明いたします！ 

 

 



 

【本のおたすけ隊】 

５/21本の修理の説明や修理体験など、 

６/17本の修理・図書室の本のクリーニング・古本回収で集まった本のクリーニングと修理など 

《予定》7/16 

 

 

   【季節を飾る会】 

4/13 鯉のぼり・五月人形の飾り付け、 5/7 鯉のぼり・五月人形の撤収 

  6/17 七夕飾り付けの募集コーナー設置、 6/25 七夕飾り事前準備、 

6/26 七夕飾り付け、 7/7 笹飾りを神社へ奉納 

《予定》7/16 天の川飾りの撤収 

 

 【おはなしおはなし】 

新入会員７名を含む、２４名で活動をスタートしました。 

今年度６回の活動予定のうち、各学年とも１回目が終了しています。 

学年に合った昔話で、朝自習の時間内に読み終わるものを探すのは一苦労ですが、各学年のセンス

で本を選んでいます。 

 

 【緑のボランティア】 

4/22 学年畑周り笹刈り、防災倉庫・幼稚園側フェンス下草取り 

  5/13 職員室前笹刈り、学年畑周り・防災倉庫周辺草取り 

  5/14 境川クリーン作戦球根取り 

  5/21 境川クリーン作戦畑耕し 

  6/10 緑のカーテン作り、通学路掃除 

  6/22 富岡門前 花壇の耕しと花植え 

  7/8 職員室前笹刈り、PTA会議室側の草取り 

 

 【ベルマークを集める会】 

ベルマーク点数集計いたしました。 

ベルマークのポスターの協力依頼、ベルマーク財団からの協力会社一覧の児童数配布 

ショウワノートベルマーク集めを各クラスで実施、クレハ化学のベルマーク集計 BOXを配布 

 

 【本の読み聞かせ】 ９回読み聞かせを実施しました。その都度30人ほどの子どもたちが聞きにきてくれています。 

 

 

 【ネットボランティア】 富小 HPの更新：９回 

富小 PTA HPの更新：８回 

 

 【お父さんの会】 ４/18 総会、 5/6新入会 BBQ会、 

5/23富小運動会設営等お手伝い、 6/20 プール清掃 

   ＊校庭キャンプ（9/5-6）の計画を立案中 

 ８.通年活動より 

 

学校へ行かれた際には、 

ぜひ花壇をご覧ください！ 

年間テーマ→「古本回収」 

に力を入れて活動します。 

 

 



 

 

 

発足して 6 年目になりました！ 

富小のみんなの役に立っているかな～？ 

児童のみなさん・保護者のみなさまのご協力があり、“富小の縁の下の力持ち” 

ベルマークの会があります。 

“今年は学校に何を揃えられるかな？！”みんなの笑顔が増えると嬉しいなぁ・・ 

 

 ① 活 動 内 容：ベルマークの回収・集計・送付 

 ② 活 動 回 数：学期ごとに 2～3 回のペース（年間 9回程度） 

 ③ 活動の魅力：地味な作業ですがメンバー間で他学年の情報交換ができる 

集まった点数は学校の教材や設備に充ててもらえる 

ベルマークを日々何気なく購入する商品から親子で見つけるのも楽しい！ 

ぜひ、小学校にあるベル君（ロボット）に届けてください   ⇒ ⇒  

 

H27 年度 活動予定日   学校登校日 10-12 時に PTA会議室 

学期 

回 
1 学期 2 学期 3 学期 

1 5/21 9/30 水  

2 5/27   

3 7/6   

    ※各学期に活動日を決めています。２学期の活動は、決定次第掲載致します。 （7/6 更新） 

     随時回収・集計メンバーを募集しております。 

     ご家庭で集めて頂くことがベルマーク活動のはじまり。無理のない活動を続けましょう。 

 

―ご協力お願いしますー 
 

 

 

 

 

 

 

※ ベルマーク運動は購入を促すものではありません。 

PTA などのボランティアで生み出された資金（ベルマーク預金）で学校の設備や教材をそろえ、さらに国の内外

でハンディを背負いながら学んでいる子どもたちに援助の手を差し伸べる気軽なボランティアです。 

代表 吉川(5-2) 

活動している保護者内訳 

１年生 2名  OG 2名 

２年生 4名  

３年生 3名 

４年生  名 

５年生 5名 

６年生 2名  ※重複あり 



se１学期の取り組み sd  ・・・ベルマーク活動を PRしよう 

 昨年配布できなかったベルマーク一覧表を各学年児童数の配布 

 家庭でベルマークを回収する『回収ボックス』をクレハへ注文 

 児童へショウワノート“ベルマークをあつめよう！”各学級へ掲示 

 

 

se 6月より sd 

 

 児童へショウワ学習ノートの可愛らしい取り組み用紙を発見、活用しました！ 

校長・教頭へ趣旨を説明し各学級へ掲示し協力を得た結果が・・・ 

 （実は、今まで学習帳のベルマークに興味のないお子さんが多かったカナ？） 

1ヶ月掲示したところ、ベルマーク 100枚集まればいいかなと思っていた集計用紙が 

10学級から『おかわり用紙ください』と言われるほど集まりました。 

 まだまだ続けちゃおうかしら・・今までは保護者ばかりの声かけでしたが、 

児童の取り組みも期待できそうです。ご協力ありがとうございました。 

     

 

 

 

   キャノン・エプソン・ブラザー 

純正の使用済インクカートリッジ 

・・ベルマーク対象商品です。 

電気屋さんのリサイクル箱へ出す前に、 

ぜひ小学校へ！ 

 

 

 

 

   

 

 ・・説明書にベルマークがついています。 

お子さんの名前入れをする際、見つけて切り取ってください。 

 

 

 

 

  ・・商品の裏面や、箱に小さくベルマークが 

がついています。 

図工や手芸でご家庭にいくつか見つかるかも。 

 

 

 

※ ベルマーク運動は購入を促すものではありません。 

 

６年前、『富小 ベルマークを集める会』

は、東北の復興支援に協力する目的で再

発足しました。 

今年、私たちは震災後に支援が薄くな

っている東北へも気持ちを寄せようと再

確認しました。 

 詳しくは webベルマークを検索 ↓ 

https://www.webbellmark.jp/ 

ショウワ ベルマークを集めよう！児童へ PR 

 

 

 



平成 27年 7月 10日 

会 員 各 位 

お父さんの会代表 阿部 朋慶 

富小ＰＴＡ会長 岩崎 泰司 

 

 

 

お父さんの会 （代表／阿部） 

有志のお父さんが中心の富小「お父さんの会」は、平成１3年に発足しました。 

PTAというとお母さんの活躍の場というイメージですが、お父さんの得意な分野で

学校やＰＴＡの支援活動を行っています。全国にもたくさんの「お父さんの会」や

「おやじの会」がありますが、私たち富小「お父さんの会」は、校庭キャンプの元

祖（自称）、学校やＰＴＡ活動以外にも、お父さん自身が楽しむ交流イベントや富岡

地区ボランティア活動も行う特徴ある団体です。“お父さんの頑張る姿・楽しく活躍

する姿”を我が子に見せたい！という気持ちで集まり、活動しています。 

 

１．活動方針  

富小を中心とする富岡地区の地域ボランティア活動に参加し、また独自のイベ

ントの開催を通じ、子どもたちの育成に貢献します。 

 

２．平成 27 年度活動計画  

＊上記以外に交流イベント（懇親会、ソフトボール、マラソン、テニス etc.）が多数あります 

３．運営  

  OBの方々の持つノウハウと、現役お父さんのパワーで運営しています。 

（１）組織  会長：1名、副会長：２名、会計：１名、イベント実行委員：イベント毎数名 

（２）会員  富小に在籍する児童のお父さん（現役お父さん）：３０名、ＯＢお父さん：多数 

（３）コミュニケーション 

 本会の連絡や情報交換にはメーリングリストを 

活用し、会議を極力減らした運営を行っています。 

（４）支援活動・地域活動 

   学校、PTA、自治会の要請に従い招集します。 

 

 学 校・地 域 活 動 企 画 イ ベ ン ト 運 営 

4 月   定期総会 

5 月 富小春季大運動会お手伝い 新会員歓迎 BBQ  

６月 境川クリーン作戦、富小プール清掃   

7 月  懇親会 BBQ イベント実行委員会 

８月 富岡エステート自治会夏祭りお手伝い サンコーポ高層自治会夏祭り出店 イベント実行委員会 

9 月 ミュージックフェスティバルお手伝い 親子校庭キャンプ、サンコーポ低層自治会秋祭り出店  

10 月 境川クリーン作戦   

12 月  懇親会（クリスマス会）  

ＰＴＡ運営委員会だより④  号外  

家 

通年活動  特集  

平成 27 年 6月 20 日プール掃除 



（５）イベントの企画 

アンケートや会員の提案から始まり、やってみたいイベントを企画した方が中心になって活動します。 

 

４．活動  

家庭優先、仕事に支障のない範囲で、都合の合う方、それぞれのイベントに興味のある方が参加しています。

参加するお父さんの人数が増えれば、より幅広い活動をすることができます。 

 

（１）親子校庭キャンプ 

防災教育を目的に平成１3年の結成と同時にスタートし、今年で 15周年を迎えます。 

これまでに、一般的なテント設営、学校や市役所などのご協力により着衣泳体験、防災用飯盒炊飯器によ

る炊き出し体験、防災倉庫内の見学、非常食の朝食体験、仮設トイレの組み立て体験などを実施しました。 

また、飯盒炊飯、カレー作り、キャンプファイヤー、肝試しなどのレクリエーションも実施しています。

子どもたちに「みんなで 作る、遊ぶ、考える」大切さを伝えています。 

（２）サンコーポ高層夏祭り、低層秋祭り出店 

各自治会の祭りに出店し、焼き鳥、フランクフルト、イカ焼き、カレーなどの 

販売を通じ、イベントを盛り上げています。中でも高層の夏祭りは 2日間に 

渡り、販売数量が多いため、体力、集中力のあるお父さんが活躍しています。 

体育会系の盛り上がりを満喫できます。 

（３）懇親会（ＢＢＱ、クリスマス会） 

   お父さんが日頃の感謝を込めてすべて準備し、子どもたちやお母さんをおもてなしします。 

 

５．会員の声  

（１）「長く富岡に住んでいるけれど、地域の友だちが少ないから」

「縁もゆかりもない浦安に引っ越してきて、地元に知り合い

が欲しいから」「妻に言われたから…」みなさん、入会の動機

は様々です。 

（２）年齢の枠を感じず、たくさんの友達ができました。 

このまま一緒に老人ホームへ入居してしまいそう（笑） 

（３）キャンプのノウハウをお父さんの会で教えてもらいました。 

（４）お父さんの会の懇親会で富岡が素晴らしい街であることを知り 

   ました。小規模ながらも、わが街富岡の活性化に貢献することができるこの団体を、誇りに思っています。 

（５）言いだしっぺは責任をもって、みんなに助けてもらいながら、企画を実行します。必ず助けてくれる！ 

（６）地元浦安で、美味しいお店を発見し、飲めます。電車を気にせず、飲めます。仕事に関係なく、飲めます。 

（７）私たち「お父さん」が楽しい！ 

（８）震災の時、水が止まったら、風呂や洗濯機を使いにおいでと声がかかりました。仲間で土砂を片付け、水 

くみの手伝いをしました。また大変な事があっても、お父さんの会にいれば、なんとかなる！ 

（９）世界が広がります。お父さんの会に入っていなかったら平凡な日常だったかも。 

 

６．お父さんの会に入ってみたいと思ったら・・・ 

年間を通していつでもウエルカムです。お子さんが持ちかえったチラシや、富小ＰＴＡのＨＰから、申込書

を記入し、お子さんを通じて学校に提出してください。思い立ったら、行動に移してみませんか？ 

 

 平成２７年６月２０日 校庭キャンプ準備 

 平成２６年９月２０・２１日 校庭キャンプ 


