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【校長挨拶】  

昨年保護者の皆様にご協力頂いた学校評価のアンケート結果を基に、２月６日に開催されました学校評議委員会の中

でご意見を頂き、保護者の皆様にその結果を公開する予定です。昨年度に比べ、学校への評価が数値的に概ね上がってい

るようです。とりわけ、子ども達の体力面に於いて、外遊びの数値が 10 ポイント程上昇しています。各学年の特徴による違い

もある為一概には言えませんが、学校全体として取り組んできたマラソンや長縄等の体育的行事でポイントが上がったのではと

推測されます。 

保護者の皆様には日頃より学校にご理解いただき大変有難く思っています。見えてきた疑問や課題につきましては来年度

改善していきたいと考えています。 

 

【学校より】 

市内の学校全域ではインフルエンザが猛威を振るい学級閉鎖が増加していますが、幸い富小に関しては数名程度の発症

にとどまっています。学校でもうがい、手洗いを強化していますが、ご家庭でも引き続き注意願います。罹患した場合は十分に

休養させて下さい。 

今月 2月 10日には５・６年対象で「ヤングアメリカンズ」のイベントが行なわれ、来月 3月 1日には 6年生を送る会も予

定されています。保護者の参観が可能ですので是非ご覧ください。3 月に向け 6 年生を送る会などの学校行事、委員会活

動含め各学年まとめの時期に入っています。掲示委員会は、朝会で仕事内容を全校生徒に向け発表しました。また体育委

員会は、2 月を「なわとび月間」とし、月・木曜の休み時間には長縄の練習を推進、金曜の休み時間には「縄跳びカード」に

沿った短縄の検定を行っており、受ける児童達は授業時間以外でも縄跳びの合格シールがもらえる取り組みを行っています。 

ＰＴＡ活動では、引き継ぎが行われる時期ですが、子ども達の為になる事は残し、そうでないものは削るなど、わかりやすく

引き継ぎを行って頂きたいと思います。 

 

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 ⑧ 

 

 まだまだ寒く、遅れて始まったインフルエンザの流行まっただ中です。引き続き感染の予防をお願いします。 

 さて、今年度も残りわずかとなり、PTA役員の皆さんには引き継ぎや総会に向け活発に活動いただいております。特に今後

の負担を少しでも減らせるよう、文書化だけでなく、問題点の解決策を付け加える努力をしています。このような改善を積み

重ねていく習慣を引き継いでいただきたいと思います。 

 また、第 7回運営委員会で承認を受けた「会則制改定特別委員会」は 8名のご参加をいただき活動を開始しています。 

当運営委員会で原案の報告を行いましたのでお知らせ致します。 

１．会長挨拶 



 

【会計より（出金報告）】 

事務費(プリンターインク代) 4,282円  

卒業祝品費 78,575円  

弔慰金 5,000円  

  

合計 97,332円 

通年活動(季節を飾る会) 540円 

学級文化部（学年活動の写真、花束等） 8,935円 

【役員アンケートについて】 

次年度もより良いPTA活動にするため、今年度の全PTA役員を対象にアンケートを配布しました。アンケート結果は集計し、

来月皆様に配布する予定です。役員の皆様、アンケートへのご協力をよろしくお願い致します。 

【市 P連防犯セミナーについて】 

『子どものネット利用の現状と安全な利用方法を知る』をテーマに、子ども達の間で拡がる SNS の利用がいじめやトラブルの原

因になってしまうという実例の紹介、各家庭でのルール作りの大切さについて講演やワークで楽しく学べる内容でした。参加した

PTA 会員の方からは「自分と他人の感じ方は違うという話がとても印象に残りました。」「家庭でもスマホルールを作ってみようと

思いました。」「素敵な講演で参加して良かったです。」等の感想をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４．事 務 局 よ り 

 

 

【活動報告】 

1/16 (土) 事務局会（9:00～） 

会則制改定特別委員会（10:00～ 会長、事務局より 4名、PTA 会員より 3名） 

1/23 (土) 市 P連本部役員会（18:00～ 副会長 1名) 

2/6 (土) 事務局会（9:00～）、第 8回運営委員会（09:40～） 

  市 P連防犯セミナー（高洲公民館 15:30～17:00  PTA会員より 3名参加） 

  市 P連第 5回運営委員会（18:30～ 会長、副会長 1名) 

2/10 (水) 県 P理事会 事務局長会議（県教育会館 13：30～16：30 副会長 1名） 

2/11 (木) 市 P連発表会 (ブライトンホテル 16:30～ 会長、副会長 1名) 

  懇親会（18:30～ 校長、教頭、会長、副会長 1名、事務局より 1名） 

【活動予定】 

2/18 (木) 給食センター運営委員会（浦安市給食センター内会議室 11：00～ 副会長１名） 

3/５ (土) 事務局会（13：00～）、第 9回運営委員会（14：00～） 

  新・現 PTA役員および地域協力委員顔合わせ会（15：00～） 

 

３．活動報告と予定 

 

【学級文化部】 

◆今年度の学級文化部の活動は全て終了しました。皆様のご協力、ありがとうございました。 

【校外部】 

◆街頭指導にご協力頂きありがとうございます。4月からの街頭指導は新 5年生からのスタートとなる予定です。 

詳細は後日お知らせします。 

【選考部】 

◆3月 5日(土)に新・現 PTA役員及び地域協力委員顔合わせ会の開催を予定しています。よろしくお願い致します。 

【広報部】 

◆広報誌｢とみおか 101号｣の発行に向け、最終の校正作業に入っています。どうぞお楽しみに！ 

 

 

５．各 部 よ り 

 



 

季節を飾る会（代表／猪塚） 

＊わたしたちは、子ども達に、日本の文化や四季の移り変わりを、身近に、そして

楽しく感じてもらいたい、という思いで、活動をしています。 

＊平成８年に、七段飾りのお雛様をどなたかが小学校に寄贈して下さったのをき

っかけに、“雛人形を飾る会”としてスタートし、年に１回、桃の節句に活動をしてい

ました。そして５年ほど前、当時、教頭先生だった原先生の発案で、“季節を飾る会”

に改名し、年間を通じて活動を行うようになりました。 

   会員（H28 年１月現在） 

   １年生：６名、２年生０名、３年生：１名、４年生：７名、５年生：１名、６年生：４名、ＯＧ：１名 

   複数の学年で登録されている方もいるので、在籍人数は１６名です。 

 

 活動場所  

＊職員室の後の扉と、１年生の靴箱の間の壁の鏡の前が、自由に飾り付けをして

良い場所として学校から許可をいただいている“季節を飾る会”のスペースです。 

＊季節によっては、天井やＰＴＡ会議室前の廊下、ベルくんにも飾り付けをします。 

 

 活動記録と計画  

活動時間・・・基本的には、月１回 ９：00～12:00  

活動内容・・・前回の飾りを撤収、片付けをし、次の季節にふさわしい飾り付けをします。 

  H27年度 活動記録と計画 

１
学
期 

4/13(月) 五月人形と鯉のぼりを飾る 

5/7(木) 

 

鯉のぼりの撤収 

新メンバーとの顔合わせ 

今後の予定・一学期の活動予定を計画 

６/17(水) 七夕飾りの募集箱を設置、葉っぱの制作など 

６/25(木) 七夕飾りの準備 

６/26(金) 笹飾り付け 

7/7(木) 笹の撤収 

7/16(木) 天の川の撤収 

２
学
期 

9/4(金) お月見飾り 

9/30(水) お月見飾りの撤収、ハロウィン飾り 

10/13(火) 飾り制作（雪の飾りと、おせちの「三の重」） 

11/2(月) ハロウィン飾りの撤収 

11/27(金) Happy Winter 飾り 

12/21(月) お正月飾り 

３
学
期 

1/14(木) しめ縄と門松の撤収 

2/4(木) お正月飾りの撤収、雛人形の飾り付け 

3/8(火) 雛人形の撤収、お疲れランチ会 

七段飾りの雛人形 H28.2.4 

校長先生手作りの雛人形 

 
各学年の廊下で、子ども達から、七夕飾りを募集しま

す。見本と作り方を壁に貼って、折り紙を用意し、出来

あがった飾りは袋の中へ入れてもらいます。毎年、た

くさん作ってくれます。 

 

６．通年活動 ～季節を飾る会～ 特集 

 
廊下をおよぐ、鯉のぼり 

七段飾りの雛人形 Ｈ２８．２．４ 



  会の様子  

＊メンバーみんなで楽しみながら、誰かの家で井戸端会議をしているようなリラックスした雰囲気で、活動しています♪ 

 飾り付けに手を動かすのと同じくらいのスピードで、口を動かして、おしゃべりに花を咲かせています！ 

 

＊お裁縫が苦手でも大丈夫です！ほとんどの飾りは出来あがっているものを、毎年大切に使っています。 

 お裁縫以外にも、レイアウトを考えたり、画用紙や折り紙で飾りを作ったり、色々な活動があります。 

 

＊新しい飾りは、主に、メンバーが自宅から持ち寄る不要となった物や、学校に購入いただいているフェルトや折り紙など 

 を使って制作しています。 

 

＊子どもたちが飾りを手にとって、「もぐもぐ」と食べる真似をしてくれたり、きれいに並べておままごとのように遊んで 

 くれたり、日本の文化と四季を、肌で感じてくれているのを見るのが、一番楽しい時です。 

 飾り付けが最初と変わったりしていると、「子ども達が見てくれたんだな～」と嬉しく思いながら、メンバーが手直しして 

 います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入会方法、参加方法  

（１） 代表（猪塚）まで直接ご連絡 

いただくか、各学年のメンバーを 

ご存じの場合は、そちらまで 

お問い合わせください。 

（２） 以下の要領で、参加申込書を出して下さった方には、団体よりご連絡させていただきます。 

＊年度初めに配布した「通年活動参加申し込み用紙」＊注）に必要事項を記入のうえ、担任の先生にお渡しくださ

い。 ＊注）申込用紙は、富小 PTAホームページ内に掲載、学校行事の特設掲示物にも併設しています。 

 

 

一昨年に、一の重、昨年は、二の重が、完成しました。 

おいしそう！ 

 

ハロウィンバージョンのベルくん 

 
現在、三の重に挑戦中。。。 

 
５年生が育てた稲で作ったしめ縄 Ｈ２７．１ 

 

Ｈａｐｐｙ Ｗｉｎｔｅｒ 

記事を作成するにあたり、インタビューにご協力いただいた代表さん、ありがとうございました。 


