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第   回    運営委員会だより  

開催日：令和元年 7月 10日 

令和元年７月 発行 

1．PTA会長より 

日頃よりＰＴＡ活動へのご理解・ご協力ありがとうございます。平成が終わり新たな年号『令和』がはじまり，ＰＴＡ本部も４

月に行われたＰＴＡ総会で皆さまのご承認をいただき計１４名で活動がスタートしました。子どもたちのより良い生活と日々の

成長を先生方と共に見守りながら保護者の皆さまと学校の連携をサポートしていけたらと思います。 

また，先日の運動会でも保護者の皆さまのご協力ありがとうございました。４月の入学・進級の時よりも引き締まった顔つ

きになった子どもたちの成長に驚き，そして一生懸命な姿にたくさんのパワーを与えてもらえました！ 

いよいよ待ちに待った夏休みに入ります。長い休みですので生活のリズムを壊さないよう，まずは規則正しい生活（早寝・

早起き・朝ごはん）を心がけ夏休みにしか出来ない挑戦をして楽しい思い出をたくさん作ってほしいと願っています。 

 

２．校長先生より 

本校のＰＴＡ活動に日頃よりご協力をいただき，ありがとうございます。皆様方のお力添えに，職員一同，大変感謝してお
ります。 
  さて，連日暑い中，子供たちも勉強，運動に一生懸命に励んでいます。運動会へのご協力や，授業参観，学級学年懇
談への多数のご参加ありがとうございました。 
  いよいよ子供たちが楽しみにしている夏休みがやってきます。先日，ライフセーバーの方を招いての海の安全教室や，鹿
嶋警察署の方，交通安全母の会の方を招いての交通安全教室等，夏休み中の水の事故や交通事故の予防について学
習をしてきました。ご家庭におかれましても，十分な注意喚起をお願いします。 
 全ての児童にとって，安全で有意義な夏休みとなるよう，職員一同，願っております。 

 

３．各委員会より（活動報告）  

（文化広報委員会） 

初めての広報委員でしたが想像して

いたよりも難しくなかったです。一緒に

する作業が多く，４回の集まりもみんな

で話し合って作業し，時には関係ない

おしゃべりをして毎回楽しく参加するこ

とができました。 

学期ごとにスパッと仕事が終了する

のもとても良いと思います。 

｢みかさ１３５号広報紙｣発行はみん

なで分担しスムーズに作業する事がで

きました。 

 

（教養委員会） 

 

 

６月に｢多肉植物寄せ植え教室｣

を開催しました。３１名もの保護者

の方に参加いただき，大変高評価

をいただきました！ご参加くださった

保護者の皆さま，ありがとうございま

した。 

２学期は，ハーバリウム教室・給

食試食会の開催を計画していま

す。 

 （環境整備委員会） 

 

 

５月に PTA 奉仕作業を行いまし

た。 

ボランティアのみなさん 

ご協力ありがとうございました！  

６月はベルマークの回収・集計・仕

分け・発送を行いました。 

本年度より，回収袋を復活しまし

た！回収日は毎月１日です。引き続

き，ご協力お願いいたします！ 
 

（地区委員会） 

 

５月は通学路の看板確認，１１０

番の家更新手続き等を行いました。 

６月は児童と一緒に１１０番の家

を訪問・挨拶，シール・看板交換を

行いました。 

 

 （PTA本部） 

４月 ＰＴＡ総会後各委員会の引継ぎ 

  （昨年度までは５月に行っていましたが，現在取り組んでいるＰＴＡ活動の

スマート化） 

５月・６月 運動会の準備･アンケート集計 

その他，鹿嶋市 PTA・県東地区 PTA 連絡協議会，女ネット研修会等

に参加しました。 

本年度より運営委員会は１学期に１度の開催になりました。 

学校へ足を運ぶ回数を減らし，かつ，委員会活動開始が早くなり，忙し

い１学期を有効に使っていただけたのではないかと思いますが，いかがでし

たでしょうか？ 

また，今後のお便りは用紙削減の為，三笠小学校ホームページ内の

「ＰＴＡのページ」に掲載していく予定です。印刷したもの（書面）をご希望

の方は連絡帳等にて担任の先生へご依頼ください。 

 ４．学校より 
   ･８／３１（土） 奉仕活動  雨天順延の場合 ９／１（日）  

   ･１１／６（水） 就学時検診 
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第   回      運営委員会だより  

開催日：令和元年 12月 5日 

令和元年 12月発行 

１．PTA会長より 

令和元年も残すところあとわずかとなりました。先日の地域公開やおやじの会では保護者の

皆さまのご協力を頂き本当にありがとうございました。 

これから寒さも厳しくなりますが，ご家庭でも，うがい・手洗いを行い風邪の予防に取り組みま

しょう。年末年始はご家族で過ごせる時間が増えると思います。一年を振り返りや，新年の目標

を発表し合うなどしてはいかがでしょうか？ご家族揃ってよい新年をお迎えください。 

 

２．校長先生より 

早いもので師走となり，今年も残り少なくなってまいりました。子供たちは 2 学期もまとめを頑張っているところです。

さて，今回，持久走大会の件では順延に次ぐ順延で保護者の皆さまにもご迷惑をおかけいたしました。12 月４日，５日

に分けて，学年体育の授業で実施させていただきました。子供たちは自己記録を更新しようと頑張って走る姿が見られ

ました。応援に駆けつけてくださった保護者の皆さまも多く，感謝申し上げます。 

また，11 月 16 日に実施した「地域公開」では，子供たちの頑張っている授業を参観いただき，ドッジボールに参加し

親子で楽しんだり，「仕事について知ろう」のゲストとしてお話しいただいたりし，重ねて感謝申し上げます。 

さらに，12 月１日には，「第１回おやじ（親地）の会」で駐車場や児童の歩行用のラインをペンキできれいに塗ってい

ただきました。 

保護者の皆さまのご協力に感謝するとともに，今後ともご支援をお願いいたします。 
全ての児童にとって，安全で有意義な冬休みとなるよう，職員一同，願っております。 

 

３．各委員会より（活動報告） 

 

《 文化広報委員会 》 

９～１２月：主に｢みかさ１３６号広報

紙｣発行の為の活動を行いました。 
今回のみかさには，四年生宿泊学

習・各学年遠足・委員会活動の写真

が掲載されます。 

ご家族でぜひご覧ください。 

 

   

 

《 教養委員会 》 

10月 2日：｢ハーバリウム教室｣ 

開催 

（参加者３１名） 

 

10月 18日：「給食試食会」開催 

        （参加者５７名） 

 

 

たくさんの保護者の方にご参加い

ただき，大変高評価をいただきまし

た！ご参加くださった保護者の皆

さま，ありがとうございました。 

 《 環境整備委員会 》 

８月：PTA奉仕作業を行いました。 

ボランティアのみなさん 

ご協力ありがとうございました！ 

 

１１月はベルマークの回収・集計・仕

分け・発送を行いました。 

回収日は毎月１日です。引き続き，

ご協力お願いいたします！ 

 

《 地区委員会 》 

１１月：本年度より「就学前検診」に参

加し，受付にて新一年生の子ども会

振り分けを行いました。 

また，同日に新一年生の名簿作成・

３学期の立哨指導の依頼を行いまし

た。 

 《 PTA本部 》 

【研修会参加】 

・鹿嶋市ＰＴＡ・県東地区ＰＴＡ連絡協議会 

・茨城県ＰＴＡ振興大会， 

・女性ネットワーク委員会研修会 

【その他】 

・みかさまつり出店（チョコバナナ・あてくじ・消しゴムすくい） 

・おやじ（親地）の会発足（駐車スペースペンキ塗り等） 

 

★「ＰＴＡ臨時だより」を発行の際，本部役員選出に関するアンケートに

ご協力いただき，今後の選考基準に参考になる良い意見が多数あり，

皆さまのご協力に大変感謝致します。 

※裏面へ続く⇒  

 

 



 

４．学校より 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ≪行事予定≫ 

２学期 12/24（火）  第２学期終業式 

 1/ 8（水）  第３学期始業式 

 1/ 9（木）  学力診断テスト ３～６年（国語・理科） 

 1/10（金）  学力診断テスト      （算数・社会） 

３学期 1/23（木）  校内なわとび記録会 

 1/24（金）  避難訓練 

 2/ 6（木）   第２回新入生説明会 

  2/20（木）  学年末授業参観＆懇談会（高学年） 

 2/21（金）       〃          （低学年） 

 4/ 6（月）  始業式・入学式 

4/11（土）  授業参観・ＰＴＡ総会・引き渡し訓練 

来年度（予定） 4/13（月）  振替休業日 

 5/23（土）  PTA奉仕作業 ※予備日 24日（日） 

5/30（土）  運動会      ※予備日 31日（日） 

次回の運営委員会は 

令和２年３月５日（木）を 

予定しています。 
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令和２年３月発行 

１. PTA会長より 

 

 

２． 

 

 

２．校長先生より 

 

 

 

 

 

                                                             

３．各委員会より(活動報告) 

 

 

４．学校より 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

４．学校より 

(１) 離任式 … 実施しません。 

(２) 始業式･入学式 … ４月６日 (月)予定 ※新入生，保護者，教職員のみ 

   ※変更があるときは，メールでお知らせします。 

(３) 授業参観･PTA総会･引き渡し訓練 … ４月１１日 (土)予定 

(４) PTA奉仕作業 … ５月２３日 (土) ※予備日 ２４日 (日)  

(５) 運動会 … ５月３０日 (土) ※予備日 ３１日 (日) 

第 回 運営委員会だより 

今年度も早いもので終わりを迎えようとしております。一年間各委員会で活動し，子どもや学校のため

に活躍してくださった役員さん，大変感謝しております。 

委員会活動の際には，皆さんの一生懸命な姿や笑顔を拝見する度に元気をもらいました。各委員会で

行ってもらった新たな取組や改善点については，来年度により良く引き継ぎ，PTA本部としても委員会に

ご協力してくださる皆さんが，笑顔で楽しく活動できるよう努めて参ります。 

コロナウイルスの影響で早い春休みになってしまいましたが，ご家庭でもできる限りの感染予防をして

いただき，また PTA会員の皆さんと笑顔でお会いできることを楽しみにしています。1年間大変お世話に

なりました。 

【 文化広報委員会 】 

１～２月：主に｢みかさ１３７号広報

紙｣発行の為の活動を行いました。 

今回のみかさには，卒業生一人一

人に頑張った事や将来の夢などを

書いてもらいました。在校生や校長

先生，PTA会長からのメッセージも

あります。ご家族でご覧ください。 

【 環境委員会 】 

２月： ベルマークの回収・集計・仕分け・発送

を行いました。第２回学校保健委員会に

出席しました。 

３月：  ベルマーク便り発行しました。 

ベルマーク提出時のお願いを記載しま

した。できる範囲でのご協力を願いしま

す。本年度も，たくさんのご協力ありがと

うございました。引き続き来年度もご協力

をお願いいたします！ 

【 教養委員会 】 

２月： 第２回学校保健委員会に出席

しました。 

本年度は，『多肉植物寄せ植え

教室』『ハーバリウム教室』『給食

試食会』と，たくさんの保護者の方

に参加頂きました！ 

【 地区委員会 】 

 

１月：  三学期登下校立哨指導・各地

区新登校班作成を行いました。 

２月：  第２回三笠地区連絡協議会・

第２回学校保健委員会に出席し

ました。 

【 PTA本部 】 

【研修会参加】 

･女性ネットワーク委員会 

・鹿嶋市 PTA連絡協議会 ・青少年健全育成茨城県推進大会 

【その他】 

･次年度の本部役員・PTA役員選考の為の活動を行いました。 

･なわとび記録会ボランティアなど。 

【お知らせ】 

令和２年度 PTA委員会役員が先日決定いたしました。 

所属委員会決定名簿は４月発行予定です。 

令和元年度もまもなく終わりを迎えようとしています。こうして無事に迎えられますのも，保護者の皆様

お一人お一人の様々な場面での支えがあってこそと思い，心より感謝いたします。子どもたちを力強く支

えていただいたおかげで，先日の学年末授業参観におきましては，子どもたち一人一人の確かな成長の

証をそれぞれの学級で披露することができました。どの子どもたちも自信に満ちあふれた表情をしていた

ように感じました。 

 また，新型コロナウイルス感染拡大予防のため，３月６日（金）より休校期間に入りました。ご家庭で過

ごす時間が増えますので，学習や読書に親しむとともに，体調管理にも十分ご留意ください。 


