
 

 

 

 

 

 

 

 

１. 会長挨拶 

蝉の声も陰りだし、徐々に秋を感じるようになってまいりました。夏休み中も街頭指導にご協力くださった

皆様、暑い中ありがとうございました。ご家庭におかれましては、長い夏休みを終え一息つきつつも、迎えた

２学期に気を引き締めていらっしゃるものと推察します。秋は様々なことに落ち着いて取り組める季節です。

スポーツ・芸術・読書・勉学など、実りの多い学期となるよう、子どもたちにしっかりと向き合いながら飛躍

を支えたいものです。街頭指導活動や学年活動、芸術鑑賞会や各種ボランティア活動・クリーン作戦を通し、

引き続きＰＴＡ活動にご協力をお願いします。  

２. 学校より 

２学期が開始しました。各教室とも落ちつき、順調なスタートとなりました。２学期は６年生の修学旅行、

５年生の林間学校、校外学習、富岡フェスティバルなど、行事がたくさんあります。子どもたちがさまざまな

体験に主体的にかかわることで、意欲的な気持ちが育つと思います。また、ミシンのお手伝いや、1 年生の見

守り、富岡フェスティバルなど、保護者の方にご協力いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

夏休みに富岡地区の夏祭りに参加し、地域の中で子どもたちが大切に育てられていると実感しました。9 月

１日には、幼稚園、小学校、中学校合同の避難訓練を行いました。また、地区防災訓練も実施し、避難所開設

訓練を行いました。毎年、話し合い、検討を重ねていますが、まだ見直しが必要なところがあります。マニュ

アルの見直しや変更がありましたらお知らせしていきます。様々な災害が日本全国で起こっていますので、い

ろいろなケースに対応していけるようにしていきたいと思います。 

３. 運営委員会からのお知らせ 

● 小学校での駐輪について ～ 児童の歩行スペース確保にご協力を ～ 

学童の前の駐輪は、基本的に禁止です。車の出入りがあり危険なので、 

校舎側のオレンジラインの内側は子どもたちの歩行通路としたいからです。 

止むを得ず自転車でお越しになる場合は、境川側の音楽室前に駐輪して 

ください。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

● 万が一の避難場所について ～ 防災 ･ 減災について再確認 ～ 

富岡地区の公的な避難場所は、富岡小学校の体育館です。 

ただし、自治会などで避難場所を確保している場合はそちらを 

利用することも可能です。 

挨拶と学校からのおしらせ 

ＰＴＡだより  第 5 号  

会員各位 
富 岡 小 学 校 校 長 橋本 高良 

Ｐ Ｔ Ａ 会 長 正木 丈也 

平成 29年 9月 14日 

 

富小ＰＴＡホームページ http://www.tomisho.net 

家 

☆QR コードから 

富小ＰＴＡの HPに 

アクセスできます 

 



４. 専門部会より 

 

 2学期以降の行事は下記の通りとなります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               【取材：広報部】 

 7 月 11日に学級文化部主催の給食センター見学試食会が開催され、見学に行ってきました。調理現場を２階

からガラス越しに見学させていただいたほか、DVD 鑑賞、栄養士さんによる食品説明、所長さんによる施設概

要の説明がありました。 

お話の中で、もし食中毒が発生した場合、その被害が半分になるように、そしてより良い食材を取り入れら

れるようにと言う理由から、市内の学校を２グループに分け、それぞれ別の献立表を作成し調理場も分けてい

るとのことでした。食材は国産、千葉県産にこだわり、不必要な添加物を極力少なくして作ってくださってお

り、安全な食事が提供されていることに安心感をもちました。また、行事食を取り入れるなどのこだわりもあ

りました。残菜についてはとても残念なお話もありました。主食、副食の残菜データを学校ごとに分析してお

り、富岡小は主食をよく食べるが（市内学校比：2位タイ）副食はよく残している（市内学校比：最下位）と

いうデータが出ております。好き嫌いが多いようですので、ご家庭でも残さず食べる様に促す心がけをしてい

けるといいですね。 

また、毎年夏休みに親子給食センター見学会が行われています。「広報うらやす」「浦安市ホームページ」

に募集記事が掲載されますので、来年の夏休みは親子で参加されてみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 芸術鑑賞教室 

アフリカ体験スペシャル   10/31(火)  

② 学年活動 

1･2年生 合同ミニ運動会     10/5(木)  

3年生 ドッジボール大会   1/18(木)  

4年生 １／２成人式       1/30(火)  

5年生  百人一首大会       1/19(金)  

6年生 親子調理体験     日程調整中 

(決まり次第お知らせいたします。) 

 

芸術鑑賞教室及び 1、2、4、5 年生の各行事は

体育館で 3～4時間目、3年生は 5時間目に開催

予定です。是非ご参加くださいますようお願い

申し上げます。 

 

大容量のお鍋 フライが流れながら揚がります 

うん十年ぶりの給食当番！ 見学日の給食 豚キムチ丼 

給食センター見学試食会 

親子見学会にぜひ

いらしてください！ 

学級文化部 



５. 地域協力委員より 

 

 

【 活動報告 】  

◆バスツアー 7/25(火) 横浜中華街・煉瓦倉庫・日本丸散策（サンコーポ高層居住者中心） 

       9/7（木） 栃木県大平山ブドウ園（ぶどう狩り）・その他  

今後もバスツアーを 1～2回予定しております。どなたでもご参加いただけますので 

是非ご検討ください。募集時期に、各自治会掲示板へ応募方法等詳細を掲示いたします。 

 

◆南一支部推進委員会(9/4)で認知症の方への対応についての講習を受けました。認知症の方やそのご家族を地

域で見守っていくことの重要性を感じました。認知症について理解を深めるためのイベントが開催されます。 

 （詳しくは浦安市高齢者福祉課 047-381-9028までお問い合わせください。） 

9/23(土)10:00-16:00 認知症フェア＠浦安市民プラザ WAVE101  

10/5 (木)13:00-16:00 はいかい高齢者見守り訓練＠富岡公民館  

(認知症サポーター養成講座受講者および今後受講される方) 

 

【 今後の予定 】 

支部社協では、毎月、交流を目的としたイベントを開催しています。 

参加に予約は必要ありません。また、途中参加、途中退席も自由ですのでお好きな時にどうぞ(^^) 

年齢問わずみなさまのご参加を、お茶やお菓子をご用意してお待ちしております♪ 

※ 特記のないサロンについては、無料です。 

※ 日程・場所は変更となる場合がございますので、各自治会の掲示版のポスターにてご確認ください。 

 

■ 富岡 1・4丁目  茶話会サロン  開催予定：毎月第２水曜、第４木曜 

9/28（木）11：00～16：00 ＠富岡自治会 第２集会所 

お弁当（400円）の必要な方は事前お申込みが必要です。 

[ 窓口：390-9737宮下 ] 

     10/11（水）13：00～16：00 ＠富岡自治会第３集会所 

■ 富岡２丁目（サンコーポ低層） みんなのカフェ 開催予定：毎月第２月曜、第４木曜 

（持ち物：マイカップ、100 円） 

9/28（木）14：00～16：00 ＠低層サンコーポ管理棟 

10/9 （月）14：00～16：00 ＠低層サンコーポ管理棟 

■ 富岡３丁目（サンコーポ高層）  開催予定：パパ・ママ友倶楽部(子育てサロン),シニアのおしゃべり広場, 

シニアおしゃべりサロン,シニアランチサロンを毎月１回 

9/22（金） シニアのランチサロン   ＠高層サンコーポ C棟集会所 

        9/29（金） シニアのおしゃべり広場 ＠高層サンコーポ C棟集会所 

       10/3 （火） ふれあい親子広場 10：30～12：00 ＠高層サンコーポ C棟集会所 

                保健師さんによるお子さんの体重・身長の測定、育児相談 

                小さいお子さんのおもちゃもご用意しております。 

■ 富岡３丁目（エステート）  ふれあいカフェ 開催予定 ： 毎月第１・３水曜 

9/20（水）13：00～16：00 ＠京成サンコーポ富岡エステート合同集会所 

       10/4 （水）13：00～16：00 ＠自治会集会所 

社会福祉協議会 支部推進委員 



６. 通年活動より 

 

 

 ９月２日～３日に校庭キャンプを行いました！朝の時点では雨でデイキャンプの予定でしたが、参加 

される皆さまの願いが届き、無事にテントを張っての『校庭キャンプ』を実施することが出来ました。 

子どもたちも保護者もみんなとてもいい顔をしていました！ 

ご協力くださった先生方、ご参加くださった皆様、有難うございました。 

来年も宜しくお願いいたします！ 

 

 

 

７. ２０１７市Ｐ連スポーツ大会について 

平成 29年 9月 18日(月・祝)開催予定 

先日、キャプテン会議において組合せ抽選があり、試合日程が決まりました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/18(月・祝) 今川球場Ａグラウンド にて 

 富岡小は富岡中学校と合同チームで出場します。 

初戦は「東小学校」。 

プレーボールは 9：00です。 

勝てば決勝トーナメント(舞浜球場へのキップ) 

をかけて 12：00から２回戦です。 

初戦に負けると 11：00からの敗者戦に 

参加します。 

みんながフルスイングの山なりボール。 

来年参加の下見をかねて、応援にお越しください！ 

 

ト
リ
ム
混
合 

総合体育館 混合Ａブロック 

 <メンバー> < 試合時間・対戦相手 > 

 校長先生 9:50 ～ ｖｓ 高洲中 

 村中先生 10:50 ～ ｖｓ 見明川中 

 橋本先生 12:20 ～ ｖｓ 浦安小 

 迫谷先生 13:50 ～ ｖｓ 堀江中 

 保護者 5名       

女
子
Ａ
チ
ー
ム 

総合体育館 女子Ｄブロック 

 <メンバー> < 試合時間・対戦相手 > 

 鈴木先生 9:50 ～ ｖｓ 南小 

 君塚先生 11:20 ～ ｖｓ 見明川小 

 保護者６名 13:20 ～ ｖｓ 入船中 

  14:20 ～ ｖｓ 富岡中 

女
子
Ｂ
チ
ー
ム 

総合体育館 女子Ａブロック 

 <メンバー> < 試合時間・対戦相手 > 

 森川先生 10:20 ～ ｖｓ 見明川中 

 保護者 7名 11:50 ～ ｖｓ 高洲北小 

  12:50 ～ ｖｓ 高洲中 

  13:50 ～ ｖｓ 舞浜小 

 

トリムバレー 

9/18(月・祝) 総合体育館 にて 

富岡小からは、混合 1チーム、女子 2チームが

参加します！ 

各チームの試合時間等は右表の通りです。 

あくまでも目安です。前後する可能性あり！ 

応援お願いします！ 

（予選リーグ） 

男子ソフトボール 

お父さんの会 



 会計の仕事は、予算決算の作成や現金出納、

備品の管理、ＰＴＡ会費の集金が主な事務で、

そのほか学級学年費監査や事故・障害保険 

業務などを行っています。私の主な役割は、

ＰＴＡ活動の出金状況の把握や保険業務、 

卒業記念品の調達などです。３名で事務を 

分担し、また、分担されていない事務も 

協力し合って進めているので 

フルタイムの方でも十分に 

こなすことができると思い 

ます。 

樋山 由紀子 前島 八重 宮平 絵美 

 
 

第５号は 本部役員 書記(3名)・会計(3名)の生の声 をお届けします  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６号も どうぞお楽しみに♪♪ 

 

 

春に一年分のＰＴＡ会費を全学年より集金

し、定期総会で決定した予算通りに各活動の 

運営費に分配します。その中で、私の主な活動

としては、通年活動で発生した費用やＰＴＡ 

事務用品費の出納管理、不足した事務用品の 

補充を担当しています。担当範囲が各個人で 

無理なく分担されていて 

平日全く活動できない 

自分でも活動可能です。 

書記の仕事は、主に運営委員会で行われる 

議事の進行表を作成すること、運営委員会の内容

を議事録にまとめることです。書記 3名で担当を

決め、輪番制で行っています。作業は主に自宅の

パソコンで行います。議事録の内容を役員の方々

に確認していただいた後、ネットボランティア 

さんに議事録を富小ホームページに載せていた

だいています。ＰＴＡでどんな活動が行われてい

るのかわかりますので、皆様も是非ご覧くださ

い！また、ＰＴＡ総会の準備も大きな仕事の 

ひとつです。ＰＴＡが円滑に 

活動していけるよう様々な 

資料を作成します。 

役員の皆様と力を合わせて 

頑張っています！！ 

 
会計は 3名で業務を分担しています。 

私の担当は通帳、大口の入出金管理と本部

内の会計です。 各種平日の支払い作業も 

ございますが、ネットバンクを利用して 

対応できます。 通帳記入も最近は遅い時間

まで ATMで記帳ができますので、会社帰り

に駅前で対応しています。 

学校の最新情報が解り、子どもたちの学

校生活により深く関わる事ができます。ま

た、いろんな方々の活動を間近に見て、子

どもたちの成長は沢山の方々に支えられて

いると、改めて感謝できるのが良い点です。   

フルタイムで働いていても、 

無理なく参加できる 

富小ＰＴＡです。 

 

書 記 

長谷川 せい 会 計 

濱田 泰利 会 計 

岩﨑 尚志 会 計 


