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◆ 親睦会係をなくし、クラス委員中心に親睦会を企画する
可決しました
できるときにできることを

親睦会の開催については必須ではなく、各クラスに委ねられています。クラス内で、ぜひ開催したい
となった場合はクラス委員や有志を中心に開催していただきたいと思います。

2 月 9 日（ 土 ）

雪のちらつくなか、新年第一回目の運営委員会で、来年度本部役員が承認されました。この日
の午後に開催された校外委員選出集会および来年度専門委員事前立候補には寒い中お集まりい
ただき、ありがとうございました。来年度も良い形でスタートが切れるよう新旧協力して準備
を進めています。

審議事項
◆ 年度末承認事項資料について
内容について質問はありませんでした。年度末総会に代わり、議案の承認を書面にて行います。
後日、承認事項および承認書を配布しますのでご提出をお願いします。

《 第 7 回 運営委員会 ＊ 報告 》

報告事項

冬休みを終えて、子どもたちは日常の生活を取り戻しています。今回の事故
を受けて、校外委員をはじめ保護者の方には見守りの強化や通学路の点検な

研修委員会より

どにご協力いただきありがとうございます。現在、PTA の方、地域の方、玉

川警察、区の教育委員会の方たちと一緒に道路の点検を行っています。ガー

◆第３回家庭教育学級

ドレール・横断歩道の設置などは物理的にすぐできないこともあるのですが、

２月７日に開催した第三回家庭教育学級で

白線の引きなおしなど、できることは直ちに対応していただきました。学校

は、整理収納アドバイザーの菅野延子先生

では子どもたちの交通安全の意識を高めるよう繰り返し指導をしています。
家庭でも繰り返しご指導いただくとともに、危険箇所の情報を学校にお寄せ
くださるなどして、子どもたちの安全向上に共に取り組んでいきましょう。

亘理事務局長

深尾校長先生

に、家事をもっと楽に、楽しめる整理収納

の方法や、子どもと始めるお片づけについ
てお話しいただきました。多数の申し込み

BOP では「自ら判断し行動できる子」を育てています。見守り活動が子どもの学

があり、当日は 78 名というたくさんの方に

新年になって、羽根つき、コマ回し、けん玉、お手玉などの伝承遊びをしています。

講演会要旨とアンケートは後日 PTA ホーム

のないような新しい遊びができるように工夫をしていますが、学年によってその

さい。

２月には BOP の登録が始まります。年度単位の募集となりますので希望される

ます。来年度も魅力的な学びの機会を企画

び判断する機会を奪ってはいけないと思います。

来ていただきました。

子どもは集中すると技量がどんどん高まりますね。春祭りでは以前にやったこと

ページに掲載予定ですので、ぜひご覧くだ

遊びへの接し方が違っているのはおもしろいと思ってみています。

今回で今年度の家庭教育学級は終了となり

方は手続きを忘れないようにしてください。卒業されるお母さん方、プレイング

しますのでお楽しみに！

●ベルマーク
部より
皆様の集めてい

ただいたベル
マークで低学年
用５段カラー跳
び箱と体育館清
掃用の掃除機を
購入しました！

購入した金額の

１０ % が被災地

に寄付されています。

集めたベルマークや使用済みインクカート
リッジは、職員室前の回収箱まで！

パートナー随時募集しています。ご検討ください。

●ありがとうございました

今年度最後の運営委員会となりました。PTA 活動報告にもありましたが、様々
なところで学校へご協力をいただきありがとうございました。

雪が積もると校庭が２週間ほど使えなく

16・17日に、駒沢公園で中華春節祭が開かれます。オリパラ教育・国際理解の

なってしまうことから、雪の予報が出た運

一環として桜町小の６年生がデザインしたランタンを飾り、高学年希望者は中

営委員会前日に先生方が総出で校庭に塩化

国の子どもたちとの交流体験活動にも参加します。

今学期も残りわずかとなりました。インフルエンザの流行は落ち着きましたが、
引き続きご家庭でも手洗い・うがいの励行をお願いいたします。

カルシウムをまいてくださったそうです。
今宮副校長先生

ありがとうございました！

連絡事項
◆専門委員会事前立候補

INFORMATION

◆PTAお手伝い係の名称廃止について

来年度の広報委員 12 名、安全教室委員 20 名

年度始めに活動日の確定していないお手伝いを

選出委員１名、なつまつり委員 18 名、研修

来年度からは「ＰＴＡお手伝い係」という名称

が決定、三役も決まりました。

委員 3 名の立候補があり、これらの委員会は

２月16日までにメールでの立候補も受け付け
ました。

定員に満たなかった委員会およびクラス委

員、係は、４月の保護者会でクラスごとに募
集します。皆さまのご協力をお願いします！

お 願 い し て い た「ＰＴＡお 手 伝 い 係」で す が、
を廃止し、お手伝い情報メールは全会員に送る
ことにしました。今年度の実績を見ても、授業
サポートなどの活動が多く、広く募集してほし
いとの声が多かったためです。

● H30 年度のお手伝い活動実績 ●

PTA バレー部より

ありがとうございました！

The
Twitter
of
TOMOMI

今年度は第７ブロック常任理事校として本校にて

春季親睦大会、秋季大会を開催しました。大会運
営にご協力くださった皆さま、応援してくださっ
た皆さま、本当にありがと
うございました。次年度は

二子玉川小での大会開催と
なる予定です。

引き続き桜町小バレー部の応援
をよろしくお願いします！！

4/ 6 （金） 新 1 年生の通学路連絡票回収

◆感謝の会について

4/13（金） 新 1 年生の交通安全教室サポート★

３月１日（金）14:00 〜 16:00

4/11~20

６年生と保護者がこれまでお世話になった先

4/13（金） 新 1 年生の PTA 会費納入受付等

生に感謝をする会を開きます。現５年生の保

護者で見学希望の方がいらっしゃいましたら

「卒対」メールまでご連絡ください。

sakuramachi.sotsutai@gmail.com

新 1 年生の給食サポート★

4/15（日） さくらまつり販売・調理手伝い
4/26（木） 年度始め総会資料ホチキス留め
5/14（月）15（火）
2 年生生活科（トマトの苗植え）補助★
5/24（木） お琴運びとセッティング手伝い★
6 / 9（土） お琴片付け手伝い★

ホームページも見てね！
PTA ニュースが
カラーで見れます！
★PTA ホームページへは、
→まず桜町小学校のホーム
ページへアクセス
（右の QR コードでアクセスできます）
→トップページにあるバナー
『PTA サイトへはこちら』をクリック

6/23（土） 子ども卓球大会手伝い
9/15（土） 用賀小ふれあいラリーまつり手伝い
9/18（火）19（水） 運動会花笠作り手伝い★
9/28（金） 運動会前日準備
10/9（火）11（木） 5 年生家庭科ミシン補助★

◆ＰＴＡカードの返却について
メールメイト導入に伴い、ＰＴＡ本部で情報
を管理する必要がなくなることからＰＴＡ
カードを廃止します。３月の保護者会で返却

しますので受領してください。保護者会ご欠
席の方はお子さまを通して返却します。

◆来年度のＰＴＡ会費について
７月の保護者会での納入を予定しています。

10/10（水）12（金） 6 年生家庭科ミシン補助★
10/10（水）24（水） 2 年生生活科（町探検）手伝い★
10/23（火） 3 年生商店街見学補助★
10/25（木） 就学時健診誘導・自転車誘導★
11/17（土） 秋の展覧会

受付・パトロールなど★

1 /27（日） お正月あそべあそべまつり「餅つき手」
2 /18（月） 年度末総会資料ホチキス留め
★学校からのお手伝い依頼

★次号予告★
今年度の運営委員会は全て終了しました。

３月は PTA ニュース vol.8 のみ発行予定です。
根井会長の４コマ漫画もいよいよ最終回！！

転入されたご家庭へ

ようこそ桜町小学校へ！

PTA で作成した安全マップなどの入った資料
一式をお渡しします。下記 PTA 報告メールへ
ご連絡ください。

sakuramachi.pta.houkoku@gmail.com

審議・連絡・報告事項、PTA 活動に関するご意見ご質問は、下記 PTA 報告メールまで

sakuramachi.pta.houkoku@gmail.com

