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早春の候，皆様いかがお過ごしでしょうか。日頃より中山小学校父母教師会活動への御理解，御協力を
賜り，ありがとうございます。
さて，２月５日に開催されました令和元年度第３回運営委員会の協議について御報告いたします。
会長の挨拶
本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。雪も積もることなく２月を迎え早くも今年
度最後の運営委員会となりました。今年度はプール開放やバザーで新しい工夫がなされ，皆様に御苦労を
おかけした部分もあったかと思います。本当にお疲れさまでした。
今年度は当初から，PTA 活動のあり方を見直し，より良いものにしていきたいと宣言させていただき前
述のように大きな２つの行事に着手いたしました。また，そこで終わることなく反省点を活かして次年度
につなぎたいと思います。また，他にも次年度に向けて活動の見直しを今年度の最後の最後まで行ってま
いりますので，本日は皆さま御意見よろしくお願いいたします。
（会長 大場

堅太）

校長先生の挨拶
立春。暦の上では春ですが，まだまだ寒い日も続きそうです。インフルエンザですが，本校は現在のと
ころ罹患者 5 名と多くはありませんが，子供たちには，うがい・手洗いの声掛けを続けているところです。
現在，子供たちは，運動委員会主催の「長縄大会」に向けて，休み時間や体育の時間に，各クラスで練
習を行っています。
「長縄大会」は，３分間で何回跳べるか競うものです。低学年も高学年も，互いに声を
掛け合ったり，タイミングを教え合ったりするなど協力する姿がたくさん見られています。先日，2 年生
と 6 年生の大会がありました。２年生の最高記録は１７０回，６年生は３７０回でした。毎年続けている
ので，学年が上になるにつれてとび方にも無駄がなくなってきます。高学年と低学年が互いに見合うこと
で，高学年が低学年の目標となってほしいと思います。
さて，学校では，年度末になり保護者の皆様から寄せていただいた学校評価アンケートなどを参考にさ
せていただきながら，来年度の計画を立てています。
いよいよ次年度から，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るため，授
業時数が週当たり１時間増えることになります。現在の生活リズムをできるだけ崩さない方向で考えてい
きますが，授業時数確保のため，基本的には今年度同様，長期休業中に２日間授業日を設定する予定です。
また，教職員が子供たちと触れ合う時間を確保するために，日課表の見直しも行い，現在よりも２０～
３０分放課後の時間が生み出せるように考えています。下校時刻が少し早まりますので，決定次第お知ら
せ致します。
協働型学校評価重点目標の「互いの良さを認め合う，思いやりのある子供の育成」については，先日ア
ンケート結果を配付したとおりです。次年度も，学校・家庭・地域が連携して，
「思いやりのある子供たち」
を育てていきたいと思います。どうぞ御協力よろしくお願いします。 （校長 斎藤 敦子）
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【地区連絡会】（連長

岩井）

学区民運動会６年女子お手伝いのお願いと取りまとめ 9 月
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次年度新地区長・環境育成（地区）選出 12 月

【夏休みプール開放について】
プール開放を利用した御家庭へのアンケート結果を踏まえて，次年度は以下のとおり改善する予定です。一
つ目は，プール開放の希望を出してから実際にプールを利用するまで（保護者の方が当番をするまで）の流れ
をフローチャートにしてわかりやすくします。総会資料にも参考資料として添付し，御説明する予定です。二
つ目は，プール監視員を 2 名から 3 名に増員し，当番の負担を軽くしていきたいと考えております。毎年なか
なか監視員が集まらないので，お近くに監視員ができる方がいらっしゃいましたら，本部まで御連絡ください。

【PTA バザーについて】
来年度の PTA バザーは，子供たちがより積極的に楽しめるものを企画したいと考えております。

【常置連絡会について】
これまでは，常置委員会（研修交流，広報，環境育成）の各委員会同士で合同行事を行うにあたって，効率よ
く連絡を取り合うために，常置連絡会を設けておりました。ここ数年，合同行事を行わなくなったので，常置連
絡会の廃止を検討しております。

【各委員会の統廃合について】
保護者の皆さまに無理なく PTA 役員を引き受けていただくために，各委員会の活動内容を見直し，委員会の
統廃合を視野に入れつつ，話し合いを継続して行ってまいります。御意見がありましたら，本部まで御連絡く
ださい。

【ベルマークについて】
ベルマークの回収，集計において，ベルマーク番号の仕分けにより多くの時間が割かれております。この作
業負担を軽減するために，ベルマーク番号ごとに分けて入れられるウォールポケットを学校に掲示したいと考
えております。職員室前の PTA 掲示板に掲示する予定です。

【各委員会の印刷物について】
これまで各委員会から様々なおたよりを配布しておりましたが，少しでも無駄をなくし，また，いつでもお
たよりを確認できるようにするために，次年度からは中山小学校のホームページを活用する予定です。おたよ
りを発行する際は，小学校から一斉メールにてお知らせいたします。引き続き書面の配布を希望される方には，
これまでどおり配布することが可能です。

仙台市 PTA 協議会優良会員表彰者について
「仙台市 PTA 協議会規約」により次の方を会長が推薦し，2 月 5 日に行われました運営委員会で承認
されました。

菊地 多加子 さん 平成 27 年度
平成 28～29 年度
小倉 奈緒美 さん 平成 27 年度
平成 28～29 年度

父母教師会事務長
父母教師会副会長
父母教師会会計長
父母教師会 庶務

学校よりおしらせ From school
１．いいこと見付けカードは，協働型目標の「互いの良さを認め合う思いやりのある児童の育成」のためになっ
ていると保護者の方から評価していただきましたので，来年度も継続していく予定です。しかし，取り組む期
間が長期のため，カードを紛失したり，取り組めない月があったりするなどの御意見がありました。そこで次
年度は，①毎月取り組めるカード

②長期休業中に取り組めるカードの 2 種類を用意し，各御家庭で選んで取

り組むという方法にしようと考えております。

２．いじめで悩んでいるときに相談しやすい環境を整えようと，今年度は相談窓口を増やし，相談期間を設け
ました。さらに時間をとってしっかりと子供の話を聞くよう学校全体で努めてまいります。

３．防犯ボランティアが不足しております。今後チラシを作って協力を求めていく予定です。皆様の御近所や
お知り合いに御協力いただける方がいらっしゃいましたら，是非御連絡ください。

お知らせ Fｒom PTA
【体操着募集について】
リサイクル活動の一環として，御不要になりました体操着の御寄付をお願いします。今回より通年で回収
することにしましたので，サイズが合わなくなったり，着なくなった体操着がありましたら御提供ください。
回収開始日：３月２日（月）
回収場所

：ＰＴＡポスト横

回収品

：中山小体操着（洗濯済のもの）

※ 卒業生の方に限りません。御協力お待ちしています。

