
保護者（ＰＴＡ会員）様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年　７月１１日

　　　鹿嶋市立三笠小学校　ＰＴＡ会長　　　　　斉藤　裕樹 　 

　　　　　　　　同　　　　環境整備委員長　　小松崎　由佳　  

　　　　　　　　同　　　　校長　　　　　　　　大川　行彦　  

　　　　　　　　同　　　　ベルマーク委員会　田山　由紀子　  

ベルマークの回収にご協力をお願いします。

　

☆1学期のベルマーク集計と発送作業が行われました。その結果をお知らせします。

＜ベルマークのしくみ＞
　

                                                      

  第１位 キリン   ：生茶・キリンレモンなど         ２３９０点 

  第２位 キューピー ：マヨネーズ・ドレッシングなど  １５２５点 

  第３位 日清    ：袋麺                      １４１０点 

  第４位 牛乳石鹸  ：固形石鹸               １１０５点 

  第５位 味の素   ：カップスープ・コンソメなど      ８８５点 

  ベ ル マ ー ク だより 1学期 

点数ランキング 

1学期 集計点数は、32,537点。 
2019年、三笠小 環境委員会とベルマーク委員会は、10万点を目指します！ 
目指せ!! 『茨城県 集票点数ランキング ベスト10』 

ベルマーク運動には 

 「自分たちの学校づくり」と 

 「困っいるお友達の応援」 

という２つの役目があります。 
ベルマークを集めることが、災害にあった学校
や開発途上国の子供たちの役に立つことにな
ります。皆さんが集めたベルマークが知らない
うちに社会貢献活動になっているのです。 
ベルマークで集まった預金でいろいろなものが
買えます。大きいものでは屋外遊具やグランド
ピアノ，身近なものでは図鑑や一輪車，ボール，
鉛筆削り器などがあります。 



ＰＴＡ会員 様                         令和元年 11月 18日 

 

鹿嶋市立三笠小学校 ＰＴＡ会長    斉藤 裕樹   

     同     環境整備委員長   小松﨑  由佳     

同      校長       大川  行彦   

同     ベルマーク委員会  田山  友紀子   

       

 ベ ル マ ー ク だ よ り 2学期 
 

２学期のベルマーク集計と発送作業が行われました。その結果のお知らせと，お願いがあ

ります。ご家庭でできる範囲のご協力をお願いします。 

点数ランキング 

 

第 1位 キューピー ：マヨネーズ・ドレッシングなど      2,631 枚 

第 2位 キリン   ：生茶・キリンレモンなど         2,505 枚 

第 3位 日本水産  ：フィッシュソーセージ・コロッケなど   1,725 枚 

 

【ベルマーク提出時のお願い】 

・ベルマークを切り取る際に注意する。(線上で切り取る，番号・点数を残す) 

・ベルマークの汚れをきれいにする。 

・お子さんが学校で仕分けしやすい工夫をする。 

・同じベルマーク番号，同じ点数のものが 2枚以上ある場合は，2枚 1組，3枚 1組，５ 枚

１ 組等にして，セロハンテープでとめる。（最大 10枚 1組）（写真参照） 

 

・ ２ 枚 1組の場合 →        ・５ 枚 1組の場合 → 

 

 

・10枚 1組の場合 →   

 

【その他】 

・第 1回ベルマーク集計結果（９月） 37,185点（37,185円相当分） 

・第 2回ベルマーク集計結果（11月） 35,476点（35,476円相当分） 

・第 3回ベルマーク集計日 2月中旬予定 

※令和元年度ベルマーク回収目標 10万点     （目標まであと 27,339点！） 

 目指せ！ ！ 茨城県 集票点数ランキングベスト 10  

枚数ランキング 



 

ＰＴＡ会員 様                          令和２年３月３日 

 

鹿嶋市立三笠小学校 ＰＴＡ会長    斉藤 裕樹   

     同     環境整備委員長   小松﨑  由佳     

同      校長       大川  行彦   

同     ベルマーク委員会  田山  友紀子   

       

 ベ ル マ ー ク だ よ り 3学期 
 

３学期のベルマーク集計と発送作業が行われました。その結果のお知らせと，お願いが

あります。ご家庭でできる範囲のご協力をお願いします。 

枚数ランキング 

第 1位 キューピー ：マヨネーズ・ドレッシングなど      2,484 枚 

第 2位 キリン   ：生茶・キリンレモンなど         2,094 枚 

第 3位 森永製菓  ：チョコボール・おっとっとなど       741枚 

【ベルマーク提出時のお願い】 

・ベルマークを切り取る際に注意する。(線上で切り取る，番号・点数を残す) 

・ベルマークの汚れをきれいにする。  ・お子さんが学校で仕分けしやすい工夫をする。 

・同じベルマーク番号，同じ点数のものが 2枚以上ある場合は，2枚 1組，3枚 1組，５ 枚

１ 組等にして，セロハンテープでとめる。（最大 10枚 1組）（写真参照） 

 

・ ２ 枚 1組の場合 →        ・５ 枚 1組の場合 →  

 

・10枚 1組の場合 →   

 

※同じメーカー，同じ番号でも点数が異なることがありますので，ご注意ください！！ 

【その他】 

・第 1回ベルマーク集計結果（ ９ 月） 37,185点（37,185円相当分） 

・第 2回ベルマーク集計結果（１１月） 35,476点（35,476円相当分） 

・第 3回ベルマーク集計結果 ( ２ 月) 22,556点  (22,556円相当分) 

※令和元年度ベルマーク回収目標 10万点     （目標まであと 4783点！） 

  目指せ！！茨城県 集票点数ランキングベスト 10   

 

～２０１９年度環境委員会より～ 

 先日、2019年度の環境委員会として最後のベルマーク回収作業が行われました。 

１年間の目標の１０万点には惜しくも届きませんでしたが、皆さんのご協力のおかげでたく

さんのベルマークが集めることができました。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します。 



PTAだより
　　　　三笠小PTA会長　斉藤　裕樹
　　　　三笠小PTA　  本 部 役 員 会

臨時号 

●体験談● 
・『会長』という役はハードルが高いというイメージですが，本部役員をはじめ，保護者の

皆さんに支えられてとても充実し楽しく活動ができます。 

・先生方，保護者，地域の方までネットワークが広がり学校や地域に対する愛情が深まり，

PTA代表として皆さんと一緒に学校づくりができる事にやりがいがあります。人前で話すこ

と以外，会長としての活動はそれほど負担はないです。何より子どもたちからたくさんの元

気をもらえる魅力ある役職だと思います。 

 三笠小の顔であり，三笠小での役員会・運営委員会出席や，市・県・県東地区の各

PTA連絡協議会への出席（年10回程度），地域の行事への参加が主な仕事です。 

 平日週末問わず活動することが多いですが，出席する会合は年間スケジュールでだ

いたい決まっているので，事前に把握することが出来ます。社交的な性格の方に向い

ています。 

●体験談● 

・メンバーに恵まれ『できる人ができる時にできる事をする』スタイルで楽しく活動し

ています。 

・先生方と関わる機会も多くなり，我が子の学校生活を近くで見守る事ができます！ 

・母子家庭，仕事はフルタイム，委員会役員未経験でしたが，実際にやってみると助け

合いとスマート化も円滑にできていて，ほとんど負担なく楽しく活動することができま

した。 

 会長のサポートをしつつ，総会や運動会等各行事の事前準備，役員への連絡，校

外の活動(講演会等)の参加調整が主な仕事です。人前で話したり，文章を書いたりす

ることに抵抗がない方に向いています。 

 

 運営委員会だよりや本部が発行する書類の作成をします。現在はその

年度ごとに，できる人(副会長や会計)が兼任しています。過去のデータ

もあるのでExcelやWordの詳しい知識は不要です。 

●体験談● 

・会長や副会長の手助けがあり楽しくできました。 

・出来ないときやわからない時は助けてもらいました。 

●体験談● 

・大きな金額を管理するわけではなかったので安心しました。 

・本部役員会の時に先生方と交流が出来楽しかったです。 

●体験談● 

・各担当委員の１年間の流れがわかっていれば，誰にでもできるお仕事です。 

・お仕事をしていても負担なく活動できます。 

★各委員会担当(計４名)★ 

 教養委員会・文化広報委員会・環境整備委員会・地区委員会の４委員会

と本部との橋渡し役です。発行文書等のチェックや各委員会の委員会に出

席し，委員の皆さんが１年間気持ちよく活動できるようにサポートします。

委員会の役員を経験したことのある方に向いています。 

★女性ネットワーク委員会担当(２～３名)★ 

 女性ネットワーク委員会への出席が主な仕事です。女性ネットワーク委員会は，茨

城県PTA連絡協議会の，常設委員会です。「子ども達の豊かな心と生きる力を育む」

ために保護者がすべきことを改めて考え，PTAの仲間や地域のつながりから学びあい，

「家庭教育力の向上」を目指しています。 

●体験談● 

・夏休みに親子で出席して楽しめるテーマの委員会もあり楽しかったです。 

・全国各地講演している講師の先生のお話を聞けるので良かったです。 

・活動が土日の為出席できないこともあったが，他の役員と分担してでき，あまり

負担にはなりませんでした。 

【教養委員会】 

   令和元年度からは『移動教室』を開催せず，まちづくりセンターでの講習会を増やし

たため，好評でした。 

【環境委員会】 

   本年度より，児童によるベルマーク委員会をつくっていただき，年間通して，約１０

万点(10万円相当)にもなるベルマークの仕分け，発送などを児童と協力して行っていま

す。 

【広報委員会】 

   最近紙面を刷新し，写真を多くして子どもたちの様子がより伝わるようにしたり，先

生方に様々な質問に答えていただくなど，楽しく読んでもらえるように努めています。 

 肌寒くなってまいりましたが，皆さまいかがお過ごしでしょうか。次年度の本部

役員の選考の時期が近づいてまいりました。 

 『本部役員』とは，よくわからない集団？大変そう？なんて思われる方も沢山い

らっしゃると思います。 

 私たちPTAの仕事は「子どもたち・保護者・先生方」をつなぎ，会員の皆さんが

活動しやすいようにする裏方役なのです。 

 三笠小は児童数が多い分，先生方の負担も多く保護者の方のご協力が必要となり

ますので，是非役員となって学校づくりをしていきましょう。 

 選考アンケートの前に各本部役員の活動内容をご紹介したいと思います。 

保護者（PTA会員）各位 

 PTA本部活動費の管理，各委員会活動費の受け渡しの立ち会い，本部

役員会出席が主な仕事です。人前に出る事が苦手な人でもこなせます。 



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

本部役員会 （年７回）  会長・副会長・会計・書記 

市Ｐ連・県東Ｐ連・県Ｐ連等 会議や講演会出席（年10回程度） 

繁忙期 通常期 

【PTA総会】 
  ４月中旬 

 土曜日午前 

 

・総会 

 受付・進行 

 各委員会引継ぎ 

 

・PTA歓送迎会 

    同日夜 

 会費制食事会 

※本部役員以外も

参加可能 

 【運動会】 
  ５月下旬～６月上旬 

・事前打ち合わせ 

  下旬 平日午前 

 前日＆当日の役割  

 決め，流れ確認 

・前日準備  

     前日午後 

 校庭内・外設営  

 場所取り誘導 

（事前に本部役員場所

取り） 

 

・運動会当日 

 テント内設営・運営 

 片付け誘導 

あいさつ

運動 

６月上旬

朝     

・地区連絡 

協議会 

  ・保健 

  委員会 

７月平日 

午後  

あいさつ 

運動 

11月上旬

朝      

・地区連絡 

  協議会 

・保健 

  委員会 

２月平日 

午後  

【各委員会役員選出】 
１月下旬～２月上旬 

・希望者、任意の集計 

選出準備 

 

【所属委員会決定】 
2月下旬～3月上旬 

・委員会決定，お知らせ 

【運営委員会】 

7月午前 

・各委員会の 

活動報告     

【運営委員会】 

11月午前 

・各委員会の 

活動報告     

【運営委員会】 

3月午前 

・各委員会の 

活動報告     

各
担
当
 

全
員
 計2日間 

計3日間 

・運営委員会を3回／年にしました。 

     （H29年度は7回，H30年度は6回でした） 

・学校に集まる回数を減らし，メールやLINEで相談，書類閲覧等の情報を共有しています。 

・今年度１学期は総会，運動会の打ち合わせを各１回ずつ減らしました。 

・５月の連休明けに行っていた「役員研修会」をなくし，４月総会時に全体集会として委員会の引

継ぎ等行うことにしました。 

 ※今まで役員研修会は，所属委員会の決定，各委員会の委員長・副委員長選任，会費配布を半日

かけて行っていました。 

スマート化 

･･･活動合計日数 

ＰＴＡ年間活動 

計2日間 

計1日間 

場所取り誘導前に 

本部役員は場所取り
をしています 



結果報告：本部役員選考についてのアンケート  

保護者（PTA会員）各位 

令和元年 11月 14日 

三笠小 PTA会長 斉藤 裕樹 

三笠小 PTA 本部役員 

本部役員選出案アンケート結果 

いつも PTA活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます。10月に保護者のみなさまにお願いしました 

「本部役員選考についてのアンケート」の集計結果についてお知らせします。皆さまの声を生かし，今後の方向性

を検討していきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他回答＆意見など】 

    ・本部役員や委員会未経験者の中から抽選  ・全ての役職から希望の役職を選択し，その中から抽選 

     ・委員会の未経験者の新６年生の中から選出 ・会長，副会長は推薦で他は抽選 

     ・点数制で必ず何らかの役員をやる ・必ず一人推薦者を記入する 

     ・ボランティアではなく報酬有にすれば，立候補出来ない人も心苦しさがなくなる 

     ・地区ごとにグループを作り 1つのグループから会長選出，残りのグループからその他役員を選出。地区グループの 

      ローテーションを決めて任期は 2年にすることにより役員選出に使うエネルギーを軽減。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他回答】新 5年生(2名) 新 3・4・5・6年生(2名) 新 3・4年生(1名) 新 2・3年生(1名) 

新 2・3・4・5年生(1名) 新 2年生(1名) 新 3・4・5年生(1名) 

     ★本部役員に… 

        興味ある 4名・もう少し詳細を聞きたい 10 名・興味ない 163 名・未回答 21名 

         ※後日ご連絡させていただきます。 

    ★今回の資料にて 97％の方にご理解いただく事ができました。 

ご協力ありがとうございました。    

配布会員数 566名 

回答数 198 名 

回答率 34.9％ 

推薦 抽選 未回答 
あみだく

じ 

先生から

推薦 
話し合い その他 

選出方法案 78 31 76 1 1 1 10
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選出方法案  

全学年 ６年 5・6年 
4・5・

6年 
4・5年 その他 未回答 

役員任務の学年について 136 10 9 5 5 9 24
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役員任務の学年について 



令和元年１２月６日 

保護者（PTA会員）各位 

三笠小学校ＰＴＡ会長 斉藤 裕樹 

三笠小学校 PTA     選考委員会 

 令和２年度（2020 年４月～）本部役員選考について 

日頃より PTA 活動にご理解ご協力いただき，誠にありがとうございます。又，１１月の地域公開の際は，

体育館にお集まり下さりありがとうございました。 

PTA 本部は「学校運営のお手伝い」を，「無理のない範囲で」「役員同士協力し合って」「楽しく♪」「任さ

れたことはキッチリと☆」活動しているということが，少しでも伝わっていたら嬉しいです。 

さて，令和２年度（2020年４月～）本部役員選出に向けて選考委員会が発足しました。先日のアンケート

結果の通り，①立候補 ②推薦 といたします。各役職の活動内容・年間の予定について，先日配付した「PTA

臨時だより」（※三笠小ホームページの「PTAのページ」でもご覧いただけます）を再度お読みになり，ご検

討の上，以下のアンケートにご協力ください。PTA 会員全員の提出をお願いします。 

アンケート提出期限 12月 13日(金)  

 

   年  組 児童氏名              

◆ ①～④のいずれかに○をつけてください 

① 【   】本部役員に協力します 

協力してくださる方のお名前                   連絡のつきやすい電話番号 

 

 

↓希望する役職に○をつけ(複数可)，右の質問にお答えください。 

 会長  

 副会長  

 会計・書記 パソコンを  所有している  ・  所有していない   いずれ 

プリンターを 所有している  ・  所有していない   かに〇 

  

幹

 

事 

女性ネットワーク委員会  

 教養委員会幹事 （       ）年度に教養委員を経験しました 

 文化広報委員会幹事 （       ）年度に文化広報委員を経験しました 

 環境整備委員会幹事 （       ）年度に環境整備委員を経験しました 

② 【   】誰もいなければ協力します 

協力してくださる方のお名前                     連絡のつきやすい電話番号 

 

③ 【   】令和 3年度以降に考えたいと思います 

理由・ご意見等お書きください 

 

 

④ 【   】次年度（令和 2 年度）は在校生がいません 

◆ 本部役員に推薦したい方がいます   学年・組等はお分かりになる範囲で結構です 

推薦したい方のお名前                    お子様のお名前 

                        年  組 

 

推薦したい理由 

 

 

    ご協力ありがとうございました ≪〆切 12 月 13日(金) 担任の先生 → 齋藤 俊先生≫ 

 キリトリ  



 

第一次 

回収 
令和元年 

９月末日 

第二次 

回収 
令和２年 

２月上旬 

<書き損じはがき回収活動> 

  目標：会員１人１枚以上 

         回収総数２０万枚！ 
 

 ＰＴＡ会員様からお預かりした書き損じハガキは、 

次の目的のため有効に使用させていただきます。 
  

●茨城県ＰＴＡの活動充実のために 

 地区・各市町村Ｐ連活動に役立てられています。 
  

●茨城県社会福祉協議会への寄付を通じて 

 視覚障害者協会や肢体不自由児者父母の会、手をつなぐ 

 育成会で行われている「障害児者の療育キャンプ」「交 

 流事業」「父母の研修」のために役立てられています。 

  

  

 

  令和元年１２月吉日 

保護者（ＰＴＡ会員）様 

鹿嶋市立三笠小学校長 大川 行彦   

同ＰＴＡ会長 斉藤 裕樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昇降口校に設置されている「書き損じはがき回収箱」へ 

入れてください。お待ちしています。   



 

ＰＴＡ会員の皆様へ 

 

茨城県ＰＴＡ連絡協議会 

会 長  山本 主税 

 

 

書き損じはがきの回収活動について（お願い） 

 

日頃，茨城県ＰＴＡ連絡協議会の事業推進につきまして，格別のご協力をいた

だいておりますことに，厚くお礼申し上げます。 

さて，茨城県ＰＴＡ連絡協議会は，ＰＴＡ活動の充実及び社会福祉のため「書

き損じはがき」の回収活動をしております。 

ご案内のとおり，前年度は県内各会員様の多大のご協力により５０，０２５枚

回収することができ，１，９６６，０００円の善意をいただきました。 

 この善意金は，茨城県社会福祉協議会を通して，視覚障害者，肢体不自由児者

及び茨城県手をつなぐ育成会等へ届けられ，交通遺児への寄付，障害児者の療育

キャンプ，交流事業，父母の研修等に役立っております。 

 さらに，地区・市町村ＰＴＡ活動の貴重な資金となっております。 

 本年度は「会員お一人１枚・２０万枚回収」を回収活動の目標に掲げておりま

す。ぜひ皆様に回収活動の趣旨をご理解いただき，「社会福祉」および「ＰＴＡ活

動の充実」にお力添えをいただきたく，お願い申し上げます。 

 

 

 〔回収のしかた〕 

     ※学校に設置されている「書き損じはがき回収箱」へ入れてください。 

 

 

              

 

 

 

 

【問い合わせ先】茨城県ＰＴＡ連絡協議会事務局 

〒310-0011 水戸市三の丸 1-5-38 茨城県三の丸庁舎 3階 

      茨城県水戸生涯学習センター内 

TEL：029-227-4779 FAX：029-231-3878 





令和 2年 1月３１日 

保護者（PTA会員）各位                       

三笠小 PTA会長 斉藤 裕樹 

   令和 2年度(２０２０年４月～)各委員会役員選出に関する 

   お知らせ及びアンケート 

 会員の皆様には，日頃よりＰＴＡ活動にご協力とご理解を頂きましてありがとうございます。おかげさ

まで今年は「本部役員に協力したい」と言ってくださる方が多く，無事に来年度の本部役員が内定しまし

た。ご協力に感謝いたします！つきましては，各委員会の役員選出を始めますので，アンケートの提出を

お願いします。役員は児童 1人につき 1回お願いしています。別紙の委員会活動報告をご覧いただき，児

童 1人につき 1枚のアンケート提出をお願いします。 

委員会役員は学年ごとに，新年度のクラス数×3名を募集します。不足の場合は，役員未経験の方，ア

ンケート未提出の方，過去に役員に選出されたが委員会活動に 1回も参加していない方も抽選の対象とな

ります。今後の流れは以下の図をご覧ください。尚，次の①②の方は令和２年度の委員会役員を免除とし

ます。①現在妊娠中の方 ②同居家族の介護等のある方(アンケートの①②どちらかに〇をつけてください) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出期限  ２月７日（金）までに担任の先生に提出してください。 

 切り取り線                    

次のいずれかに○をつけ，該当箇所のご記入をお願いします。 

 令和２年度（2020年 4月～）本部役員に内定しています。 

 令和２年度（2020年 4月～）の各委員会役員を希望します。 

 下記の児童が（    ）年生の時に（ 教養 ・ 環境 ・ 広報 ）委員を経験しました。 ← 要記入 

 選出は委任し，その決定内容に了承します。 

 免除理由があります。 ①現在妊娠中（   ）  ②同居家族の介護等有（   ） ← 要記入 

             保護者名                           印 

              クラス・児童名     年  組             

                     ≪〆切 ２月７日（金） 担任の先生 → 齋藤俊先生≫ 

本アンケート提出 

 

 

 

 

 

 

2月の授業参観後の学年懇談会にて決定  新年度のクラス数 × 3名 

 

＜学年の希望者が定員以上の場合＞ 

学年懇談会の際に 

学年の希望者全員で話し合い及び抽選 

 

＜学年の希望者が定員以下の場合＞ 

学年懇談会の際に抽選 

次年度の役員に決定した皆さんには，学年懇談会時に「所属委員会の希望アンケート」を配布しま

す。役員さんの顔合わせの機会にもなりますので，学年懇談会にはぜひご出席ください。アンケー

ト集計後，決定した所属委員会を３月の「運営委員会だより」でお知らせする予定です。 



 

 

 

活動報告をご覧いただき，本日配付のアンケートに記入し，２月７日（金）までに提出してください。

各委員会の活動報告の内容は，三笠小学校ホームページ「PTAのページ」内にも掲載してあります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1学期：多肉植物教室 

2学期：ハーバリウム教室 

  給食試食会 

 

1学期：運動会前に PTA奉仕作業①（先生方・ボランティアの保護者・児童と校内の除草・整備） 

    ベルマークの仕分け・集計・発送①（平日の昼間） 

夏休み：花壇の水やり（当番制…土日の夕方に１～２回）  始業式前に PTA奉仕作業②  

2学期：ベルマークの仕分け・集計・発送②（平日の昼間）     

3学期：ベルマークの仕分け・集計・発送③（  〃  ） 

・集計・発送② 

環境整備委員会 

 

「広報みかさ」の発行 

第 135号：新 1年生の紹介・運動会・陸上記録会・教職員紹介など（7月発行） 

第 136号：修学旅行・宿泊学習・遠足・PTA活動便り（12月発行） 

第 137号：卒業生全員の言葉・在校生から卒業生へのメッセージ（３月発行予定） 

 

文化広報委員会 

 

子どもたちが気持ちよく学校生活を送れるように

お手伝いするのが仕事です。 

ベルマークは年間約 10万点（10万円分）集まっ

ており，学校の備品や体育用具等を購入しています。

2019年度から「ベルマーク委員会」の子ども達と協

力して集計等を行っています。 

人数も多いので他学年の保護者との出会いもあり、

楽しく活動できますよ♪ 

各班に分かれて企画・運営を行うので，短期 

集中で委員会活動を行いたい方にお勧めです♪ 

各教室の実施は決められた予算内で自由に企画 

していきます。 

「こんな教室を開催してみたい」「自分の得意

な事を活かしたい」「PTAの方々にこんなことを

知ってほしい」等のアイディアをお持ちの方のご 

参加もお待ちしています！！ 

 

★ 三笠小 PTA 令和元年度委員会活動報告 ★ 

教養委員会 

 

子どもたちの活動報告として「広報みかさ」を発行しま

す。１，２，３学期と３班に分かれて活動し，学期ごとの発

行を目標としています。普段見ることのできない子どもた

ちの学校での様子を深く知ることでができます♪ 

 


