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道祖土小学校 ＰＴＡ

新一年生
新一年生の黄色い帽子とランドセルカバーがまぶしい４月です。
の黄色い帽子とランドセルカバーがまぶしい４月です。
当ＰＴＡは保護者の穏やかな連携の場であり、お互いのコミュニケーションを大切にしています。

ＰＴＡ通信

平成 28 年度 ＮＯ.1

随時、ＰＴＡ通信などのお手紙やメールで情報を発信します。今年も
「Ｐぱぱっと・Ｔ楽しく・Ａ集まろう！」

平成 28 年 4 月
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道祖土小 PTA 活動を
活動

ＰＴＡ会長

大島

睦美

このお手紙は

紹介します！

第 1 回懇談会に
ご持参ください。

本

広報委員会

部

ＰＴＡ総会・全体委員会・代表委員会の開催
＊ＰＴＡ総会・全体委員会・代表委員会の開催

入学式・卒業式 などの式典出席
＊入学式・卒業式

さいどっ子まつり 企画運営のサポート
＊さいどっ子まつり

資源回収活動
＊資源回収活動

学校行事（運動会・音楽会 など ）の取材、

本部会開催
＊本部会開催

ＰＴＡ通信の発行
＊ＰＴＡ通信の発行

ＰＴＡ行事（さいどっ子まつり など）や育成会行事（どれみふぁさいどコンサート など）の取材

活動日毎週火曜

各委員会が円滑に活動できる為のサポート
＊各委員会が円滑に活動できる為のサポート

広報誌「さいど」の企画、編集、発行（年４回）
＊広報誌「さいど」の企画、編集、発行（年４回）

学校の諸行事に関する協力、手伝い
＊学校の諸行事に関する協力、手伝い

育成会活動への協力、手伝い
＊育成会活動への協力、手伝い

校外指導委員会

学 年 学 級 委 員会
さいどっ子まつり 企画・運営
＊さいどっ子まつり

校内美化活動 手紙作成・
手紙作成・企画
＊校内美化活動

お手伝い制の管理・調整
＊お手伝い制の管理・調整

学年・学級活動費などの会計監査
学年・学級活動費
の会計監査 New!
＊学年・学級活動費

厚生委員会

通学班編成と通学班サポーター会議の企画・進行
＊通学班編成と通学班サポーター会議の企画・進行

＊ラジオ体操・夏休み防犯パトロール活動
＊ラジオ体操・夏休み防犯パトロール活動

防犯ボランティアスケジュール作成
＊防犯ボランティアスケジュール作成

＊交通安全保護者の会「母の会」参加
＊交通安全保護者の会「母の会」参加

学校行事・PTA 行事・育成会行事の自転車整理
＊学校行事・
（運動会・三世代ふれあい広場・さいどっ子まつり など）
など

推薦委員会

ベルマーク集計作業
＊ベルマーク集計作業

の企画・運営 New! →
＊クラス親睦会
クラス親睦会の企画・運営

（各専門委員会より 2 名選出）

卒業準備委員会

（6 年生のみ 各クラス 2 名）

ＰＴＡ総会後の歓送迎会の企画、進行
＊ＰＴＡ総会後の歓送迎会の企画、進行

New!

講習会の企画、開催（年 1 回）
詳しくは裏面に ＊講習会の企画、開催（年

本部役員候補選出の準備・実施
＊本部役員候補選出の準備・実施

巣立ちの会の準備・開催
＊巣立ちの会の準備・開催

学校で開催される学校保健委員会への協力（年 2 回）
＊学校で開催される学校保健委員会への協力（年
地域の公民館事業運営に協力（原山公民館：家庭教育学級、南箇公民館：コスモス祭 など）
＊地域の公民館事業運営に協力（原山公民館：家庭教育学級、南箇公民館：コスモス祭
育成会活動への協力、手伝い（三世代ふれあい広場・ラジオ体操
育成会活動への協力、手伝い（
三世代ふれあい広場・ラジオ体操 など）
＊育成会活動への協力、手伝い

今年度より

お手伝い制 とは

登録方法や内容

各クラスより選出された委員以外の方にもＰＴＡ活動の
各クラスより選出された委員以外の方にもＰＴＡ活動のお手伝いをしていただく制度です。
お手伝いをしていただく制度です。
内容は、ベルマーク活動、さいどっ子まつり、校内美化などです。

《クラス委員選出について》

が変更になって
になって
います
います！

年間通して２～３時間のお手伝いをお願いしています。
★詳しい内容は、
★詳しい内容は、４月配布予定の「お手伝い制登録のお願い」のお手紙
４月配布予定の「お手伝い制登録のお願い」のお手紙
４月配布予定の「お手伝い制登録のお願い」のお手紙をご覧ください
をご覧ください。

道祖土小学校ＰＴＡでは保護者のみなさまに児童 1 人につき 1 回の委員活動をお願いしています。
１年生～５年生 各クラス５名（学年学級、厚生、校外
各クラス５名（学年学級、厚生、校外指導、広報、補欠）
、広報、補欠）
６年生 各クラス７名（学年学級、厚生、校外
各クラス７名（学年学級、厚生、校外指導
指導、広報、卒業準備委員（２名）
、広報、卒業準備委員（２名）、補欠）

防犯ボランティア とは
全保護者の方に児童の登下校時間における、校門付近及び学校付近の見回りをお願いしています。

※補欠の方は委員になった方が転出などの事情により活動を続けられない
※補欠の方は委員になった方が転出などの事情により活動を続けられない場合に
場合に
その委員会に入っていただきます。
役員交代がなかった場合には補欠の方の委員経験としてカウントされません。
また、他校における委員経験もカウントされませんのでご了承ください。
また、他校における委員経験もカウントされませんのでご了承ください。
なお、本部役員の選出は 2 学期以降行われます。

６年生から順番に、お子さん 1 人につき年 1 回の活動になります。
活動時期が近づきますと、校外指導委員より「防犯ボランティアスケジュール」が配布されます。
が近づきますと、校外指導委員より「防犯ボランティアスケジュール」が配布されます。
★詳しい活動日・活動方法などは、校外指導委員より配布される
★詳しい活動日・活動方法などは、校外指導委員より配布される
「防犯ボランティアスケジュール」のお手紙
「防犯ボランティアスケジュール」のお手紙をご覧ください。
をご覧ください。

裏面もご覧ください！

クラス親睦会、はじめます！

お 願 い

クラス親睦会とは
クラス親睦会とは…
…
保護者の皆さんに、お茶やお菓子をお供に楽しくおしゃべりして
いただき、お互いに親睦を深める会です。
開催は学年ごと、会場はランチルームで 1 時間半程度を予定し
ています。

●学校にお越しの際は、
●学校にお越しの際は、必ずネームプレートを着用
してください。
必ずネームプレートを着用
必ずネームプレートを着用してください。
（学校行事の他、委員会・お手伝い制活動、児童の送迎、届け物などの場合も、必ず着用し
てください。
）
お忘れの際は、
お忘れの際は、2F
2F 職員玄関の事務室前で用紙に記名の上、来校者用バッジをご着用ください。

詳しくは、後日配布されるお手紙をご覧ください。
●委員会・お手伝い制活動で来校の際
委員会・お手伝い制活動で来校の際は、2F
委員会・お手伝い制活動で来校の際
2F 職員玄関からお入りください。
職員玄関からお入りください。
し、下駄箱は使用しないでください。
スリッパと靴入れ袋を持参
スリッパと靴入れ袋を持参し、下駄箱は使用しないでください。

4/19（火）一斉下校に
4/19（火）一斉下校について
（火）一斉下校について
●自転車にて来
●自転車にて来校される際は、校門で自転車を降りて、
校される際は、校門で自転車を降りて、
校される際は、校門で自転車を降りて、B グラウンドにして駐輪
ください。
グラウンドにして駐輪ください。
新 1 年生を迎え、今年度初めての一斉下校が 4 月 19 日（火）に行われます。
に行われます。
前回に引き続き、通学班サポーターさんに付き添いのご協力をお願いします。
新 1 年生の名前と顔を覚えるよい機会ですので、ぜひご参加ください。

●授業参観・学校公開などの際は、授業のさまたげにならないよう教室前廊下での私語は慎んで
●授業参観・学校公開などの際は、授業のさまたげにならないよう 教室前廊下での私語は慎んで
ください
ください。

です。
サポーター集合時間午後 2 時 10 分です
なお、以下の事項に注意してお集まりください。
・１階昇降口からお入りください。
・児童と一緒に、朝の集合時間と通学路の確認をお願いします。
・下校時は、歩く速さが適当か、交差点での一時停止ができているかなどに注意して見守ってください。
・下校時は、歩く速さが適当か、交差点での一時停止ができているか
に注意して見守ってください。
・通学路で標識の破損や新設の希望がありましたら、サポーター会議時に配布した用紙にて申請してく
ださい。
※サポーター以外の保護者の皆様も、お時間のある時は児童の登下校時の見守りに
サポーター以外の保護者の皆様も、お時間のある時は児童の登下校時の見守りに
ご協力をお願いします。

●ＰＴＡ活動に関するご質問は
●ＰＴＡ活動に関するご質問は各クラスの専門委員さん
各クラスの専門委員さん
各クラスの専門委員さんまでお願いします。
お願いします。

＊＊＊ 今後の予定 ＊＊＊
●第 1 回専門委員会

4 月 25 日（月）10
日（月）10：00～ （委員のみ）

●ＰＴＡ総会・歓送迎会
ＰＴＡ総会・歓送迎会
●第１回全体委員会
第１回全体委員会

ネームプレートについて

防犯ボランティア
今年度も引き続き防犯ボランティアの活動を
行います。児童が安全に登下校できるようご協
行 ます。児童が安全に登下校できるようご協
力お願いします。

防犯上、学校に来る際は必ず着用してください。
学校に来る際は必ず着用してください。
紛失・破損等の場合は
紛失・破損等の場合は、再発行しますの
再発行しますので 150 円
を添えて、担任の先生を通し、ＰＴＡ本部までご連
を添えて 担任の先生を通し、ＰＴＡ本部までご連

MEMO

絡ください。
★6/21
★
までの活動は、
昨年度の 1、2
2 年生が担当しています。

資源回収
★今年度の活動は、
★
活動は、
6 年生 6/21
6/21（金）下校時より
（金）下校時より始まります。
始まります。
スケジュールは、
スケジュールは、PTA
PTA 通信
や各クラスの校外指導委員さん
より配布されるお手紙を
より配布されるお手紙を確認し
てください。

表面もご覧
ください！

●運動会

年度の切り替わりに伴い、看板出し担当者や回収
場所の変更、回収場所新設などありますので、日程・
地図などを資源回収のお手紙で今一度ご確認いただ
き、今年度も引き続き
き、今年度も引き続き資源回収にご協力お願いしま
資源回収にご協力お願いしま
す。
回収日 毎月第 2 火曜日（8
8 月を除く）

5 月 12 日（木）総会 15：15
15～ 歓送迎会
歓送迎 16：00
00～
5 月 24 日（火）10
日（火 10：00～ （委員のみ）

5 月 28 日（土） ＰＴＡ競技もありますのでふるってご参加ください！

