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初秋の候，皆様には，ますます御清祥のこととお喜び申しあげます。また，日頃より中山小学校父母教
師会活動への御理解と御協力を賜り，心より感謝申しあげます。
さて，１０月１日に開催されました令和元年度第２回運営委員会におきまして，協議が行われましたので
御報告いたします。

会長の挨拶
早いもので今年もあと３か月余りとなりました。皆さま方におかれましては PTA 活動に御尽力いただき
感謝申し上げます。これから，PTA バザー，PTA フェスティバル，学区民運動会など様々な行事が目白
押しでございます。子どもたちの安全には学校，家庭，地域の３つのつながりがとても重要になってきます。
ぜひ行事には積極的に参加いただき，地域の方々，学年の違う保護者の皆さまのお顔をぜひ覚えていっ
ていただければと思います。
また，プール開放につきましてはみなさまの御協力のもと無事に終えることが出来ました。天候など予
測がしにくく御迷惑をおかけした部分もあるかとは思いますが、その反省をもとに次年度には改善してま
いりますので変わらぬ御協力をお願いいたします。（会長 大場 堅太）

校長先生の挨拶
9 月は，台風の影響で臨時休業の措置を取るなど，いろいろと御心配をお掛けしました。6 年生の陸上
記録会は，天候の関係で 1 週間延期されましたが，9 月 18 日に無事，終了しました。現在，子供たちは，
集会委員会主催の「ドッジボール大会」に取り組みながら学期末のまとめを行っているところです。
さて，本日は大きく 2 点についてお話させていただきます。
1 点目は，5 月の運営委員会でもお知らせし，御意見をいただいておりました「中山小学校いじめ防止
基本方針」についてです。8 月に改定が終わり，ホームページに掲載しましたが，御覧いただいているでし
ょうか。今回の改定では，子供たちや保護者の皆様がより相談しやすいように相談期間を設けたり，教職
員の研修を充実させたりするなど，様々な見直しをいたしました。
また，子供たち自身が「いじめをしない・させない・許さない」といった態度や姿勢を示していくことで，い
じめの抑止を図るため，代表委員会で「いじめを減らすために，自分たちができることを考えよう」という
議題で話し合い，各学級の取組を始めました。取組を行いながら，互いの良さを認め合い，自分たちの
力でいじめを減らしていこうという意識を高めていきたいと考えております。
さらに，いじめの相談窓口は，担任だけにかぎりません。学校だより No.9 を御覧いただき，保護者の皆
様も，御心配なことがあればいつでも御相談ください。家庭と学校が手を取り合いながら，子供たちのより
よい成長を目指していきましょう。
2 点目は，次年度に向けた準備に関することです。
来年度から５，６年生の外国語科が教科となり，３，４年生の外国語活動も始まります。それに伴って，現
在より授業時数が 20 時間増えることになります。これは，5 時間授業の日が 4 日増えるということです。現

在も，高学年は 6 時間授業の日が多いため，子供たちの生活リズムを考えると，授業日数を増やすだけ
でなく，教育活動全体の見直しもしなければならないと考えております。その取り掛かりとして，今年度の
学芸会は，ふだん学習をしていることを発表する会と位置付けました。2 学期に入ると練習が始まります
が，練習時間も限られてきますので，昨年までとイメージが変わると思います。子供たちの一定の生活時
間を，教育内容とどのように組み合わせて効果的に配置するか，今後も検討してまいりますので，学校が
置かれている状況に御理解をいただき，御協力をよろしくお願いいたします。（校長 齋藤 敦子）

活 動 報 告 Report on activities

役員会（本部）

学年委員

第 1 回拡大学校評議員会及び学校関係者評価委員会
青葉区 PTA 連合会総会

5/15

5/15

【1 学年委員会】
（委員長
給食試食会の開催

齋藤）

6/11

施設開放管理運営委員会 6/5

バザー実行委員会出席 第 1 回 6/20 第 2 回 8/29

PTA 会費集金 6/18.19

【2 学年委員会】
（委員長

第１回バザー実行委員会 6/20

バザー実行委員会出席 第 1 回 6/20 第 2 回 8/29

中山中学校区青少年健全育成協議会総会 6/21

とびのこまつり手伝い 7/28

普通救命講習会①・プール説明会実施 6/29

【3 学年委員会】
（委員長

仙台市 PTA 協議会 校長・会長研修会 7/3

バザー実行委員会出席 第 1 回 6/20

五校連絡会（於,桜ヶ丘中学校）7/5

とびのこまつり手伝い 7/28

普通救命講習会②・プール説明会実施
とびのこまつり前日準備

7/17

7/27

【4 学年委員会】
（委員長

宮田）

樺澤）
第２回 8/29

早川）

バザー実行委員会出席 第 1 回 6/20 第 2 回 8/29

とびのこまつり 7/28

とびのこまつり手伝い 7/28

プール開放準備及び監視員説明会 7/29

【5 学年委員会】
（委員長

プール開放 7/30～8/9

バザー実行委員会出席 第 1 回 6/20 第 2 回 8/29

プール開放後片付け 8/9

とびのこまつり手伝い 7/28

第２回バザー実行委員会 8/29

【6 学年委員会】
（委員長

学区民運動会第 1 回実行委員会 8/31

第１回運営委員会出席 5/14

青葉区 PTA 連合会健全育成講演会「子育てのためのアンガー

バザー実行委員会出席 第 1 回 6/20 第 2 回８/29

マネジメント」9/2

とびのこまつり手伝い 7/28

施設開放管理運営委員会 9/4

卒業式のコサージュ選定 7 月

バザー食券申込、集金 9/10,11

卒業式記念品選定 9 月

学区民運動会第２回実行委員会 9/14
ＰＴＡフェスティバルキックオフ会

9/18

青葉区 PTA 連合会研修委員会主催研修会「地域学校協働とは
～他人ごとにしない関わり方～」9/19
学区民運動会準備手伝い 9/23

西内）

安海）

連絡会

【常置連絡会】
（連長 板垣）

【地区連絡会】
（連長 岩井）

特になし

バザー実行委員会出席 第１回 6/20

第２回 8/29

学区民運動会６年生女子のお手伝い決め 8 月
プール開放の片付け 8/9

【学年連絡会】（連長 樺澤）
とびのこまつり手伝い 7/28
バザー実行委員会出席 第１回 6/20 第２回 8/29

常置委員会

次年度役員選考手伝い 9/17

【広報委員会】（委員長 板垣）

学区民運動会景品詰め作業手伝い 9/23

運動会写真撮影 5/25
バザー実行委員会出席 第１回 6/20 第２回 8/29

【研修交流委員会】（委員長 一條）

『要覧なかやま』印刷，差し替え作業 7/3

運動会の来賓接待の手伝い 5/25

広報誌発行にむけて打合せ 7/5

バザー実行委員会出席 第１回 6/20 第２回 8/29
『要覧なかやま』印刷，差し替え作業 7/3
バザー販売品の検討，決定 ７月，８月
PTA フェスティバル打合せ 9/10

【環境（地区）】（委員長 早坂）

【環境（校内）】（委員長 金野）

第 1 回運営委員会出席 5/14

プール清掃実施 5/30

プール開放資料印刷の手伝い 6/6

花壇整備実施 6/25

プール説明会参加 6/10

プール開放準備 7/29

第 2 回環境育成（地区担当）委員会開催 6/10
地区だより No.2 発行 6/10
バザー実行委員会出席 第１回 6/20 第２回 8/29
プール開放準備 7/29
プール開放実施 7/30～8/9
学区民運動会景品詰め作業手伝い 9/23

【夏休みプール開放について報告】
今年も各委員さん，保護者の皆様，先生方，監視員の方々のご協力により，夏休みプール開放を実施す
ることが出来ました。ご協力ありがとうございました。
☆実施予定 9 日のうち，7 日実施
☆延べ利用人数 272 人
☆延べ当番人数 56 人
今年度より，プール開放の運営方法を大幅に変更したため，準備が至らない点も多く御迷惑をおかけ
しました。プール開放についてのアンケートにて，会員の皆さまから頂戴した貴重な御意見を元に，来年
度に向けて改善していきたいと思います。
また，プール監視員についてですが，プール開放の時期とプール監視を依頼する大学生の試験の時期
が重なるため，監視員の確保が難しくなっております。夏休みに入ってからの早い時期のプール開放を
望む保護者の御意見もありましたが，監視員を保護者の方に引き受けていただくことで可能になるので
はないかと思います。プール監視員は有償ボランティアです。皆さんのお近くで希望される方がいらっし
ゃいましたら，PTA 本部まで御連絡をお願いいたします。

【次年度の委員決めについて】
次年度の委員決めに先立ちまして、9/4（水）に「委員引き受けカード」を全家庭に配布し，回収いたし
ました。役員選考委員の皆さんには，来年度の本部役員選考をしていただいているところですが，決まら
ない場合は，１１/２７（水）に開催される合同調整会に於いて，学年委員と常置委員に○をされた方の中
から本部役員を決定するという流れになっております。

学校よりおしらせ From school
１． 学区内の不審者情報の連絡につきまして，ためらわずに，当日のうちに警察・交番へ御連絡をお願
いいたします。目撃情報から時差なく，すみやかに警察に対応してもらうことで、より確実な状況の把
握と子供達の安全確保につながります。その上で学校の方にもお伝え下さいますようお願い申し上げ
ます。
２． 子供たちの登下校中の歩き方を見ていますと，まだまだ大人からの声掛けが必要だと感じられます。
そこでいくつかお願いがございます。今一度御家庭でも登下校の安全・事故防止について話合いの
場を設け，御家庭全体で安全に対する意識（登下校の歩き方や学区外に子供だけで行かないなど）
を高めていただきたいと思います。また，たくさんの大人の目で子供たちを見守っていくために，防犯
ボランティアを増やしたいと考えております。御家庭や御近所で，毎日でなくても見守りに御協力い
ただけるという方がいらっしゃいましたら，お気軽に御連絡くださいますようお願い申し上げます。

おしらせ From PTA
＜ＰＴＡ会議室のゴミの分別ついて＞
今年度から、ごみ回収時の分別基準がより厳しくなりました。詳しい分別方法につきまして、ＰＴＡ会議室
のゴミ箱付近に張り紙をしております。よく御覧のうえ御確認いただきまして、正しくごみを捨てていただき
ますようお願いいただきます。

＜今後の活動予定＞
第３回運営委員会

令和 2 年 2 月 5 日（水）１０：００～ ＰＴＡ会議室

