
- 1 - 

 

   平成２９年７月１８日 

祇園小保護者様 

 

 

 

 

≪ＰＴＡ会長あいさつ≫ 

梅雨明け宣言が待たれ、皆様、夏休みを楽しみしていることと思います。夏のご予定はもう決まりましたか？ 

運動会では、予想外の朝の雨で開催ができるのかな？と不安を感じましたが、皆様のご協力により校庭も整備され、運動会を実

施することができました。親子での大玉送りも沢山の保護者の方にご参加いただき３０周年の大運動会は、児童・先生・保護者が

一丸となり素敵な記念すべき運動会になり、とてもうれしく皆様に感謝した 1日でした。いろいろとありがとうございました。 

わが校では、親子で行えるイベントが少ないので夏休み（８／３０）に行われる草取り作業にも、子ども達に奉仕活動の意義を

示すよい機会と思いますので、お忙しいと思いますが是非一緒にご参加くださいますようよろしくお願いします。 

夏休み中は、沢山遊び、沢山学べる楽しい期間でありますので、事件や事故にまきこまれませんよう、保護者の方もお子様と外

出の際のルールなどをきちんと話合って、よい夏休みとなりますようにお願いいたします。 

最後となりますが、今年度は経費削減のため、印刷物の削減に取り組んでいきたいと考えておりますので、正式なインフォメーショ

ンは、祇園小ＨＰのＰＴＡ活動への掲載（http://www.school.shimotsuke.ed.jp/e_school/gion/d120/）とさせていただき、皆様に関係

する報告事項及び連絡に重点をおきました抜粋版のみの配付とさせていただきますので、ご理解くださいますようお願いいたします。 

 

第２回運営委員会                        平成２９年７月５日（水）１０時～ ミーティングルームにて 

＜学校より＞ 

●運動会では、校庭の整備等、たくさんの保護者の方にご協力いただき、無事に終わることができました。組体操・騎馬戦では、お父さ

ん方にサポートについていただいたおかげで安心して競技を行うことができました。ありがとうございました。 

●６月１１日（日）「第３３回わんぱく相撲小山場所」に本校相撲部が出場し、団体戦・個人戦と優勝いたしました！ 

団体戦、優勝旗は市庁舎に７月２１日（金）まで展示してあります。お出かけの際にはぜひご覧になってください。 

 

 

 

 

 

 

 

●７月２１日（金）から夏休みになります。平日は職員が日直でいますが、８月１４日（月）から１６日（水）は業務停止期間となりま

す。この期間何かあった場合は、市教育委員会へご連絡ください。 

●７月２９日（土）はエコライフ祭りです。職員も補導しますが、怪我・事故のないよう保護者の方も見守りをお願いいたします。 

●夏休み中、８月３０日（水）７時から親子草取り作業があります。ぜひご協力をお願いいたします。 

中止の場合は６時３０分にメールをします。 

●南河内第二中学校の体育館工事に伴い、８月と９月にバスケ部の中学生が祇園小の体育館を使用します。ご理解・ご協力よろしくお願

いいたします。 

●９月８日（金）児童引き渡し訓練が予定されています。 

 

 

PTA 

 

祇園小ＰＴＡ会長  服部 由佳 

書記  荻原、巷野 

 

＜結果＞ 

団体戦：優勝 

個人戦 ６年男子：優勝  ☆全国大会出場 ＜７/３０（日）東京・両国国技館＞ 

５年男子：第３位 

４年女子：第３位 

☆入校の際のお願い☆ 

職員室へお声掛けの際は、必ず、東側の入口よりインターホンをご使用ください。 

http://www.school.shimotsuke.ed.jp/e_school/gion/d120/


- 2 - 

 

１０月１３日（金）５校時目  

第１学年企画「親子レクリエーション～カラダを使った 

遊び～」を実施する予定です。 

１０月１６日（月）３校時目  

第３学年企画「わくわくグランディ栃木ＳＣキッズスマイル 

キャラバン」を実施する予定です。 

１０月３日（火）４校時目  

第２学年企画「プロバスケットボールチーム『リンク栃木 

ブレックス』によるキッズモチベーションプログラム」を 

実施する予定です。 

☆９月２６日(火)に講師に小児科専門医である柳川先生をお招きし、 

「講演会：パステルゾーンの子供たち」（１０時～１１時３０分）を予定しています。 

☆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。 

 

＜企画部より＞ 

●５/２５ 第２回企画部会・・・運動会駐車場係について 

●５/２７ 運動会への協力・・・駐車場係 

 

 

 

 

＜活動部より＞ 

●５/１７  図書ボランティア説明会 

●５/１９  除草・草刈り作業実施 

      「図書ボランティア活動一覧表」配付 

●５/２７  運動会への協力・・・駐車場係 

●６/６・７・８ 図書ボランティア（貸出）実施 

 

＜学級部より＞ 

全 体  

 ●５/１６ 第 1回学年代表会・・・運動会駐輪場係について 

●５/２３ 駐輪場マニュアル・当番表提出  

●５/２７ 運動会への協力・・・駐輪場係 

●６/ ５ 運動会振り返りを提出 

●６/１５ 平成２９年度年間計画提出 

●６/２１ 「参観日 学年・学級懇談会時 低学年一時預かりのお知らせ」配付    

第１学年                               

●５/２９、６/７ 学年企画について講師との連絡調整 

●６/ ９  学年部会・・・学年企画について 

●６/１２  学年主任の先生に学年企画について連絡 

 

 

 

 

第２学年 

●５/１８  学年企画について、リンク栃木ブレックスに連絡、調整 

 

 

 

 

 

第３学年  

  

 

 

 

第４学年  

●５/２６ 第 1回学年部会・・・学年企画について 

●６/  １   学年企画について担任の先生へ報告 

 

 

 

第５学年  

●５/１７ 第 1回学級部会・・・学年企画について 

●５/１８ 担任の先生へ学年企画について配付文書内容確認依頼 

●６/ ８ 「第５学年学級部企画『親子レクリエーション』」配付 

●６/２７  学年企画出欠票回収 

 

 

 

第６学年  

●６/２０  学年主任の先生と学年企画について打ち合わせ 

●６/３０  学年主任の先生へ学年企画について配付文書内容確認依頼 

 

＜広報部より＞ 

●５/１７  職員写真撮影 

●５/２７  運動会取材・撮影、運動会への協力 

・・・来賓・敬老席の方へのお茶出し見守り、手伝い 

●６/ １   児童集合写真撮影の取材 

●６/ ２  航空写真撮影の取材   

●６/２１  平成２９年度ＰＴＡ広報紙編集講習会出席 

 

１０月２４日（火）５校時目  

第４学年企画「手話」を実施する予定です。 

 

７月１８日（火）６校時目 

第５学年企画「親子レクリエーション」を実施する予定です。 

 

９月１４日（木）  

第６学年企画「親子対抗キックベース」を実施する予定です。 
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＜地区部より＞ 

●５/１９  近隣のお宅へ運動会開催のご挨拶・・・校長先生・会長・地区部代表 

     ボランティア宛て「スクールガードスケジュール表」配付 

     地区部運動会校外パトロール打ち合わせ 

     各地区部長宛て「運動会校外パトロールスケジュール・マニュアル」配付 

●５/２６  運動会前日準備・・・コーン・ポール・重り準備、駐車禁止プレート設置 

●５/２７  運動会準備・・・駐車禁止カラーコーン配置 

運動会への協力・・・校外パトロール 

●６/  ４  運動会振り返り提出 

●６/１３ 正副代表会・・・運動会振り返りと反省、各地区部費の取り扱いと会計について確認 

      各地区部長宛て「第２回地区部長会のお知らせ」配付 

      返却ベスト確認作業 

●６/２７「スクールガードスケジュール表とパトロール中表示プレート・ベスト渡し」について各地区部長の振り返りの取りまとめ 

  

 

 

 

 

＜執行部より＞ 

【校内活動】 

●５/１６ 第１回運営委員会 

Ｈ２８年度 広報部長へのヒアリング・・・正副会長 

●５/１７ 図書ボランティア説明会出席、ＰＴＡ活動補償制度の説明・・・会長 

      第１回正副会長会 

Ｈ２８・２９活動部長へのヒアリング・・・正副会長 

●５/１８ 読み聞かせボランティア説明会出席、ＰＴＡ活動補償制度の説明・・・書記 

Ｈ２８年度 学級部代表連絡係へのヒアリング・・・正副会長 

●５/１９ 活動部草取り作業参加 

    第２回正副会長会 

    運動会周辺へのあいさつ廻り・・・会長 

●５/２２  低学年一時預かり業務引き継ぎ（学級部）立ち合い・・・正副会長 

    Ｈ２８年度 学級部一時預かり代表ヒアリング 

●５/２３  運動会用の張り紙チェック・・・書記 

●５/２５ 第４回執行部会 

   「ＰＴＡインフォメーションＶＯＬ．１」配付 

    「創立３０週年記念 祇園小学校大運動会～ＰＴＡからのお知らせ～」配付 

Ｈ２８年度 企画部部長へのヒアリング・・・正副会長 

運営委員へ運動会振り返り依頼メール・・・会長 

ＰＴＡ活動補償制度 振り込み（第２回）・・・会計 

●５/２６ 運動会前日準備 

●５/２７ 運動会への協力・・・本部、来賓受付、校内パトロールの運営 

●６/  １ 図書室飾り付けボランティア説明会出席、ＰＴＡ活動補償制度の説明 

☆おかげさまで、６月１日より、平成２９年度前期スクールガードボランティア活動を、無事開始することができました。 

改めてお礼申し上げます。 

☆各地区とも朝の立哨指導や安全パトロール活動を随時行っております。 
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●６/  ２ Ｈ２８年度 会長へのヒアリング・・・正副会長 

●６/  ６ 第３回正副会長会 

●６/  ８ 第５回執行部会 

●６/１５ 図書室飾り付け 秋の飾り付けデザイン考案 

●６/１６ Ｈ２８年度 地区部長へのヒアリング・・・会長 

●６/２０ 運営委員宛て「第２回運営委員会のお知らせ」配付 

    Ｈ２８年度 副会長・書記へのヒアリング 

●６/２３ 「平成３０年度ＰＴＡ会長募集のお知らせ」配付 

●６/２７ 第６回執行部会 

「ＰＴＡ図書購入についてのお知らせ」配付 

【校外活動】 

●５/２９ 第１回下野市立小中学校教科書用図書選定委員会出席・・・会長 

●６/  １ 下都賀地区人権フォーラム出席・・・会長・副会長 

●６/１０ 南河内第二中学校体育祭出席・・・会長 

●６/１１ 栃木県ＰＴＡ連合会総会出席・・・会長・中川先生 

●６/２３ 下野市小中学校音楽祭第１回実行委員会出席・・・会長 

●６/２５ 下野つばさの会主催 講演「自分らしく生きる」出席・・・副会長 

●６/２７ 下野市ＰＴＡ連合会第１回理事会出席・・・会長 

●６/２９ 平成２９年度下都賀地区ＰＴＡ指導者研修Ⅰ出席・・・会長・副会長 

 

＜図書飾り付けボランティア＞ 

●６/  １ 説明会、分担決め、夏のデザイン考案 

●６/１５ 夏の飾り付け、秋のデザイン考案 

 

＜創立３０周年記念事業実行委員会より＞ 

●６/  １ 児童集合写真撮影 

●６/  ２ 航空写真撮影 

●６/１２ 小山市立羽川小学校へ壁画見学 

     「アルミ缶回収のお知らせ」配付 

     「バザー開催のお知らせ・バザー販売品回収のお願い」配付 

     「バザーボランティア募集のお知らせ」配付 

●６/２０ 第４回 創立３０周年記念事業実行委員会 

●６/２９ バザーボランティア説明会開催 

●６/３０ 壁画試作作成 

●７/  ３「創立３０周年記念事業 壁画デザイン募集」配付 

●７/  ４～７ アルミ缶回収・バザー販売品回収実施 

 

 

 

 

 

 

 

＜読み聞かせボランティア＞ 

●５/１８ 読み聞かせボランティア説明会・前期活動予定決め 

●６/  ７ 朝の読み聞かせ（３・４年生対象） 

 

１１月１１日（土） 

１４時３０分から１６時３０分に 

バザーを開催します。 

お楽しみに♪ 

 

☆バザー販売品・アルミ缶回収☆ 

＜８月３０日(水) 親子草刈り作業の日＞ 

＜１０月１７日（火）～２０日（金）＞ 

☆アルミ缶回収☆ 

＜１１月８日（水）～１１日（土）くらやみウォークラリー開催日＞ 

         ※１１日は古紙回収も予定しております。 

上記日程で回収いたしますので、ご協力よろしくお願いします。 
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★お気をつけください★ 

◎ 西門入り口の自転車用スロープは、坂が急な為、転ぶと大変危険です。必ず自転車から降り、自転車を押して使用 

しましょう！  

◎ 子どもだけで外出する習い事や遊びなどの時は、きまり事を守るようにご家庭で配慮をお願いいたします。不審者情報も

出ております。親としても油断せず十分注意してください。夏休み中に心配な事がありましたら学校へお知らせをお願い

いたします。 

◎ 夏休み中、お子さんが携帯電話やスマートフォン、ゲーム機など、インターネットに接続可能な機器を使用される機会が

増えることと思います。インターネット使用に関する注意事項について、思わぬ被害にあわないよう、また、無意識のう

ちに加害者となってしまうことのないよう、十分にご指導をお願いします。 

★エコライフまつりでの注意事項★ 

以前、県内の学校でも、ＢＢ弾の撃ち合いをしていて目に当たり失明したということがあったそうです。 

噴射力のある水鉄砲、吸盤付きの矢、音が出る火薬を使うようなマシンガン、水風船などいろいろありますが、購入、使用につい

てはご家庭で管理、指導をお願いいたします。 

① 危ないおもちゃを買わない、遊ばないようにしましょう。 

② 遅くとも夕方６時３０分以降は、おうちの人と一緒に行動しましょう。 

③ お祭りが終わったら、すぐに家に帰りましょう。 

決まりを守って楽しく遊びましょう！ 

 

★ミーティングルーム使用について★ 

◎ 省エネのため、少人数で活動の際は、Ｐ活室を優先してご利用ください。 

◎ 体育館側のカーテンは、常時閉めておいてください。 

◎ ＰＴＡ図書や備品などの出し入れは自由に行っていただけますが、棚の前にカーテン（緑色）は通常は閉めておいてください。 

 

 

掲載不備がありましたのでご報告いたします。 

<審議事項> 

②体操着リサイクル回数変更について 

年４回から年２回に変更することが、承認されました。 

（次回は１２月の授業参観日に実施予定です！） 

 

次回の運営委員会は、 

１０月１７日（火）１０時から 

 ミーティングルームにて開催予定です。 

 

 インフォメーションＶＯＬ．１ 訂正 


