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☆Ｈ30 年 1 月 16日(火)に「デジタルアーツ講習会」を予定しています。 

 

うがい・手洗い 

風邪予防!!! 

 

   平成２９年１２月２１日 

祇園小保護者様 

 

 

 

 

 

≪会長あいさつ≫ 

30周年記念事業では、沢山のボランティアの方々に支えられて 30周年記念式典を迎えることができました。壁画やバザー等、

保護者の方の協力はとても大きな力で、深く関心させられると共に感謝の気持ちでいっぱいでした。ありがとうございました。 

30周年を終えても、本年のように子ども達や学校のサポーターとして活動していけるよう、これからも皆様のお力添えをよろ 

しくお願いいたします。                                                  

＜副会長校外活動報告＞ 

 先日、栃木県 PTA連合会主催の「子育てセミナー2017」に参加してまいりました。 

 セミナーの前段で、三行詩コンクールの表彰式があり、優秀な作品が紹介されていました。来年度は、祇園小の児童だけでなく

親子で積極的に応募されてはいかがでしょうか？ 

また、セミナーの本題である講演会は、高濱 正伸氏による｢母親だからできること 第３部」が行われ、先生のすすめる子育て

論は、０歳～4歳、ひたすら「愛情をそそぐ」スキンシップとやさしいまなざしが必要。また、４歳～９歳の時期に｢しつけ」を行

う。理不尽でも「うちはこうだ！」と言い切るぶれのないしつけを行うことが重要。１０歳～１８歳、思春期、反抗期は、親とし

て本音を伝え、現実を教える時期であり、同姓の親の役割が大きく、家庭から外の世界に出る時期なので、信頼のおける師匠のよ

うな人にお願いするのもいいことだとおっしゃっていました。 

高濱氏のいろんな話の中の一つにひきこもり克服の話がありました。ひきこもりの必要条件として、朝晩逆転、デジタル依存、

モテ経験の無さ（自分への自信の無さ）をあげられました。ひきこもり防止には、早寝早起きの習慣、ゲーム・テレビは依存性が

あり、子供のうちはゲームやテレビや携帯から距離を置く時間をつくりデジタルデトックスをする。子供の頃のモテ経験は、将来

の自分への自信に結びつくそうです。 

 最後に、高濱氏がおっしゃっていたことは、子供にとって「母親のニコニコ」が一番の精神安定剤なので、母が孤独に子育てを

しない、相談できる人をつくる、助ける地域とのつながりなど、PTAの今後のあり方が見えた気がしました。お父さん方はイクメ

ンよりも「妻をニコニコ」でいさせる努力をすると家族円満に過ごせますとのことでした。他にもたくさん興味深いお話があり、

楽しくとても勉強になる講演会でした。                                （阿久津 春奈） 

 

第４回運営委員会                       平成２９年１２月７日（木）１０時～ ミーティングルームにて 

＜学校より＞ 

●11 月 11日の「親子くらやみウォークラリー」では、お父さんボランティアの方々にご協力いただき開催することができました。

今後とも地域連携事業へのご協力をよろしくお願いいたします。 

●12 月 1日の持久走大会では、保護者の皆様の温かい応援、安全見守りへのご協力、ありがとうございました。 

●これから風邪やインフルエンザが増えてくる時期になります。着衣の調節や、病気にかからない丈夫な体づくりのため、体調管

理について保護者の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

＜企画部より＞ 

●12/ 1 持久走大会安全見守りへの協力 

 

 

PTA 

 

祇園小ＰＴＡ会長  服部 由佳 

書記  荻原、巷野 

 

ＨＰ掲載版 
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＜活動部より＞ 

●10/19、11/7.8.10 図書ボランティア（返却・貸出）実施 

●11/ 2 「PTA草刈り、体操着リサイクルのお知らせ」配付 

●11/20 PTA草刈り 

●11/22 活動部会 

●11/30 体操着リサイクル 

●12/ 6 活動部会 

 

＜広報部より＞ 

●10/17 印刷会社と打ち合わせ 

●10/24 学年企画撮影（4年生） 

●10/25 30周年記念事業壁画制作撮影 

●11/ 7 印刷会社と打ち合わせ、「ぎおん 127号」初稿戻り 

     第 3回広報部会 

●11/10 「ぎおん 127号」再校戻り 

●11/11  30周年記念事業「バザー」撮影、親子くらやみウォークラリー撮影 

●11/13 印刷会社と打ち合わせ、学校へ校正の依頼 

●11/15 「ぎおん 127号」3校戻り 

●11/16 PTA会長へ校正の依頼、印刷会社へ「ぎおん 127号」3校再校正依頼 

●11/21 正副部長会 

●11/22 印刷会社に再校正依頼 

●11/24 「ぎおん 127号」4校戻り、学校・PTA会長へ修正確認依頼 

●11/28 印刷会社へ「ぎおん 127号」4校再校正依頼 

●11/29 「ぎおん 127号」5校戻り 

●11/30 30周年記念事業「ソメイヨシノ植樹」撮影、「ぎおん 127号」印刷発注 

 

＜学級部より＞ 

全学年 

●12/ 1 持久走大会安全見守りへの協力、振り返り 

第４学年  

●10/22 学級部会：学年企画について打ち合わせ 

●10/24 第４学年企画「親子で楽しむ手話教室」開催 

 

＜執行部より＞ 

【校内活動】 

●１０/２４ 第 6回正副会長会 

●１０/２６ 「PTAインフォメーション Vol.3」配付 

●１１/ ６  児童表彰出席・・・正副会長 

     第７回正副会長会 

     「平成 30年度 PTA役員立候補者募集  

専門部（正副部長）・学級部（学年代表）」配付 

●１１/１６ 第９回執行部会 

12/5～2/7 まで、児童昇降口にて 

「書き損じはがき」 

「使用済み純正インクカートリッジ」の 

回収をしております。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

＜地区部より＞ 

●11/ 9 ボランティア宛「後期スクールガードスケジュール表」配付 

     平成 30年度各地区部役員選出用紙配付 

     地区部長を通じ全保護者宛メール配信 

●11/30 下野警察署から依頼の「アンケート調査」に対応 

●12/ 1 後期スクールガード活動開始 

●転出入児童への対応 
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☆Ｈ30年 2月 22日(木)に春の飾りつけを予定しています。 

 

●１１/２０ 「第５学年平成３０年度学級部募集について（２巡目）」配付 

     草刈り作業参加 

●１１/２２ 運営委員宛「第４回運営委員会のお知らせ」配付 

●１１/２８ 第５学年宛「平成 3０年度学級部員決定のおしらせ」配付 

●１２/ １ 持久走大会安全見守りへの協力 

第５学年学級部員候補者内で、新学年代表・部長選出 

●12/ 4 「書き損じはがき、インクカートリッジ回収のお知らせ」配付 

 

 

＜図書飾り付けボランティア＞ 

●11/30 冬の飾り付けと春のデザイン考案 

 

 

＜読み聞かせボランティア＞ 

●10/18 読み聞かせボランティア説明会・後期活動予定決め 

●10/30 「朝の読み聞かせ見学会のお知らせ」配付 

●11/ 8 朝の読み聞かせ（1～3年生） 

●12/ 6 朝の読み聞かせ（4～6年生） 

 

＜創立３０周年記念事業実行委員会より＞ 

●10/18～20 アルミ缶回収 

●10/18.24 バザー打ち合わせ 

●10/20.23.24.25 壁画制作 

●11/ 1  第 8回 30周年記念事業実行委員会 

●11/ 8～11アルミ缶回収 

●11/10 バザー設営 

●11/11 30周年記念事業バザー 

●11/13.15.17 式典用ビデオ撮影 

●11/13.15 壁画除幕式 

●11/22 第 9回 30周年記念事業実行委員会、大型扇風機発注 

●11/29 ソメイヨシノ植樹 

●11/30 植樹記念撮影、大型扇風機納品 

●12/ 4 式典用ビデオチェック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バザーへのご協力 

ありがとうございました。 

収益金 64,328円にて、学校からご要望が 

ありました「大型扇風機」を購入いたしました。 

【校外活動】 

●１０/１７ 下都賀地区ＰＴＡ指導者研修Ⅱ出席（栃木市）・・・副会長 

●１０/２７ 南河内第二中学校「夏椿祭（学校祭）」出席・・・会長、副会長 

●１１/ １ 谷口勇三先生講演会（緑小）・・・執行部７名 

●１１/ ７ 子育てセミナー2017（宇都宮市）・・・会長、副会長 

●１１/１０ 音楽祭実行委員会・・・会長 

●１１/１６ 第２回下野市 PTA連合会理事会（緑小）・・・会長 

●１１/１９ とちぎ教育振興大会（宇都宮市）・・・会長、副会長 

●１１/２１ 市民人権講座１（生涯学習センター）・・・副会長 

●１２/ 2  下野市人権教育講演会（国分寺公民館）・・・会長、書記 

 

ソメイヨシノを植樹しました。 

正門を入って左手側に植えられました。 

長い年月桜の頃を楽しませてくれることと

思います。 

壁画を設置しました。 

教室棟中央階段各フロアー壁面に 

設置してありますので 

来校時にご覧になってください。 
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【審議事項２】 

 運営委員候補者について審議し、企画部・活動部・広報部 正副部長、新第 4・6学年 学年代表が承認されました。      

【審議事項 1】 

 平成 30年度 第 6学年の企画部・広報部の人数について審議し、定数は 0～２名とすることが承認されました。 

 来年度の第 6学年は役員選出 2巡目となります。専門部選出については、祇園小 PTA細則第 20条、28条において「第 6学年に限り 2名以 

下とし、その年度の人数は運営委員会で決定する」とあり、平成 30年度 第 6学年専門部員の定数は 0～２名とすることに決まりました。 

  

 

 

【審議事項３】 

 総会時期変更について審議し、承認されました。          

アンケート結果を踏まえ、PTA会員の方が参加しやすいように、平成 30年度の総会の日程を 4月の参観日に変更することで承認されました。

詳しい日程については後日お知らせいたします。 

 

【審議事項４】 

周年事業実行委員長の役員免除について審議し、承認されました。 

30周年事業実行委員長より、執行部と同等の役員免状を付与することが承認されました。 

理由：10年に一度という大役であり、責任も重く、多忙であるため。 

          

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 
次回の運営委員会は 

２月１日（木）１０時から 

ミーティングルームで 

開催予定です。 

新年度の運営委員は見学を行います。 

ご参加ください。 

 


