
将監西小学校父母教師会
明るく，たくましく，心の豊かな子供の育成を目指します。

誰もが気軽に，楽しく参加できるＰＴＡ活動を目指します。

この組織で活動しています
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平成２２年度 活動の様子の紹介・・・

１１月７日（日）【仙台市ＰＴＡフェスティバル】

さわやかな秋空のも

と，今年もＰＴＡフェステ

ィバルが１１月７日（日）に

開催されました。

今年の会場は，勾当台公園，市民広場，定禅寺通りで行われ，

たくさんの方々が訪れていました。本校からは，「みそこんにゃ

く」のお店と，健全育成委員会で作成した「ＰＴＡ活動紹介のパネル（今年は２枚展示）」で参加しまし

た。他にもステージ発表もあり，とても充実したフェスティバルになりました。おいでいただいた皆様，

ありがとうございました。

１０月１６日（土）【将監中学校区健全育成協議会】

ラジオ放送局「ｆｍいずみ」のアナウ

ンサーで，サイエンスインストラクター

としてもご活躍の阿部清人氏を講師と

してお招きし，１０月１６日（土）に「おもし

ろサイエンスショー」を行いました。

家にもある身近な物を使った，あっと驚く実験を披露していただき，科学の不思議を体験しました。

空気砲を使ってチーム対抗で的を倒すゲームは，とても楽しく，会場は盛り上がりました。最後は巨

大空気砲で，紙コップのピラミッドを倒す実験や，煙のリングを発射する実験も行いました。

本年度は，将監西小学校ＰＴＡが研修会開催の担当でした。ご協力いただいた保護者の皆さま，そ

して会場にお越しいただいた皆様，どうもありがとうございました。来年も，より中身の濃い研修を企

画していきたいと思います。

巨大空気砲，発射！空気砲で的倒しゲーム！

「パネルでどうぞ」活動紹介

会場は大賑わいでした。



１０月６日（水）【第４学年委員会】

第４学年委員会では，１０月６日（水）

の５校時に，本校の養護教諭 佐藤先

生を講師として「性教育」の研修会を

行いました。「性教育」は，４年生の保

健の学習で，子どもたちが学ぶ内容

です。

家庭でも，お子さんに声掛けや指導ができるよう，学校での指導の仕方や，体の変化に伴う悩みの

相談の仕方などを，親の立場で学びました。男性や女性の性的な成長の指導の内容にも触れ，とても

勉強になりました。たくさんの皆さまにご参加いただき，ありがとうございました。

１０月６日（水）【第３回運営委員会】１０：００～

第３回の運営委員会

議事 ①東北ＰＴＡ連絡協議会長表彰（団体・個人），仙台市ＰＴＡ協議会より広報紙「花の輪」銀賞

②夏休みのプール運営報告 のべ利用児童数 １，２８４人

③バザー報告 収益金 １１９，０５８円

④２学年本部役員補選の報告

⑤学年・専門部・本部から活動内容の報告

⑥将監中学校区地域ぐるみ健全育成協議会研修会の開催について

１０／１６（土）将監西小体育館において「阿部清人氏のおもしろサイエンスショー」実施

⑦学校からの連絡・・・学習発表会の開催１１／１３（土）一般公開日

協働型学校評価・・・児童の自己評価を９０％まで高められるよう，学校，家庭，地域で「あい

さつ」への取り組みを進めましょう。

⑧その他・・・・・・・・・・ＰＴＡフェスティバル１１／７（日），クリーン大作戦１１／２８（日）

１０月５日（金）【第５学年委員会】

第５学年委員会では，１０月５日（金）に，

スポーツの秋にちなんで，親子で楽しく

身体を動かす活動を行いました。

取り上げたスポーツは， ５年生の体育

の授業でも行っている「ソフトバレーボー

ル」でした。当日は，子どもたち同士のゲ

ームの後に，大人チームのゲームを行いました。ボールは柔らかいビーチバレーボールタイプのもの

で，誰でも楽しめるスポーツです。あっという間に時間が過ぎてしまうほど，みんなで気持ちのいい汗

を流すことができました。ご参加いただいた皆様，ありがとうございました。

ボールをつない

で！そーれ！パスして！が

んばれ！

成長に伴って，男女の体つきが違ってきま

す。また，大人への準備が始まります。



９月３０日（木）【バザー委員会】

皆様からご協力をいただいたバザー協力品を

活用させていただき，９月３０日（木）１３：３０から

２時間，将監西小体育館・図工室においてバザ

ーを開催しました。当日は，たくさんの皆様にお

いでただき，大盛況に終えることができました。

サクランボ文庫・社会学級・フリーマーケット

出店の皆様，先生方のお店とバンド演奏，当日の

運営に携わっていただいたＰＴＡ各専門部の皆

様，ご協力ありがとうございました。当日バザー

の収益金は，今後有意義に活用いたします。

９月１１日（土），１２日（日）【将監西小学校ＰＴＡ】

平成２２年度日本ＰＴＡ全国協議会 第４２回

東北ブロック研究大会「八戸大会」が，９月１１日

（土），１２日（日）に行われました。

当日は，本校の佐藤ＰＴＡ会長がパネリストと

して「学校・家庭・地域・行政が協働した学校づ

くり」として，本校のＰＴＡ活動の取り組みを紹介

しました。健全育成で作成した「安全・安心マップ」は，他県のＰＴＡ代表の

方から問い合わせがあるほどでした。

また，この大会で，本校ＰＴＡと佐藤会長が，東北ＰＴＡ連絡協議会長表彰を受けました。おめでとう

ございます。皆様の日ごろの活動やご協力に，心から感謝いたします。

７月２６日（月）～８月２０日（金）【プール開放運営委員会】

ＰＴＡプール開放運営委員会では，仙

台市からの委託を受け，休み期間中の

プール開放事業を行っています。今年

の夏は，天気に恵まれ，予定していた１７

日間を全て開放することができました。

プールを楽しんだ子どもたちは，延べ

人数で１，２８４人でした。プール開放にあたって，１０２名の保護者の皆様に，当番・世話係としてご協

力をいただきました。おかげさまで，大きな事故もなくプール開放を終えることができました。とても

暑い中でしたが，ご協力をいただき本当にありがとうございました。

約束をまもって

泳ぎましょう。

水温，気温とも連日

３０℃以上でした。

懐かしのアイ

スクリーム。

先生方のお店「水

ヨーヨー」。

玉こんにゃくは，と

てもおいしいね。

会場は，大盛況でした。

本校のＰＴＡ活

動は・・・。



７月１５日（木）【健全育成委員会】

毎年子どもたちが楽しみにしている

児童会行事「西小こどもまつり」が，７

月１５日（木）に行われました。当日は，３

年生以上の学級で，工夫を凝らしたお

店を出し，楽しみながら友達や地域の方

々と交流を深めました。サクランボ文庫

の方や，西福寿会の方にもお店を出していただきました。

当日は，健全育成委員で，受付や学校周辺や校内の見回りを行い，防犯・安全の巡回を行いまし

た。今後も，学校行事やPTA行事の際に，健全育成委員で分担して巡回活動を進めていきます。

７月７日（水）【第２学年委員会】

第２学年では，学年Ｐ行事「交通安全教室」を，７月７日（水）

１３：３０～１４：３５に，将監西小体育館で行いました。

泉警察署交通課の方を講師としてお招きし，前半は，子ども

たちと保護者が一緒に，自転車の安全な乗り方のについて学

習しました。自分の身体に合った自転車の選び方や，止まった

時に両足がつくようにサドルを調節することなどを教えていただきました。新しい交通ルールになって

からは，「自転車に乗るときはヘルメットをかぶる」「子どもに限って，安全のために歩道を自転車で

通行してよい」ということも分かりました。

後半は，保護者だけの研修として，自動車の一時停止標識のある交差点での停止線の止まり方な

ど，大切な交通ルールを，再確認しまし，とても有意義な研修会となりました。暑い中ご参加いただ

き，ありがとうございました。

７月３日（土）【保健体育委員会】

７月３日（土）に， 「泉区ＰＴＡ連合会ソフトバレーボール親睦会」

が泉総合体育館で開催されました。将監西小ＰＴＡチームは，午後の

部，Ｄブロックにおいて，熱の試合を展開しました。相手のアタックを

レシーブしたり，ブロックしたり，ラリーで根負けせずポイントを重ねた

りなど，ファインプレーの連続でした。

結果は，第１試合【将監西小０－２市名坂小】，第４試合【将監西小１－１北中山小】で，０勝１引き分け

でした。当日は，とても蒸し暑い日となりましたが，応援に足を運んでくださった皆様，ご声援をありが

とうございました。選手のみなさんの大活躍に，大きな拍手を贈りたいと思います。

ナイストス！つないでいくよ！

自
転
車
に
乗
る
と
き
に
気
を
つ

け
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
？

会場は，こちらです。



７月１日（木）【プール開放委員会】

いよいよ７月に入りました。蒸し暑い日が続きますが，ＰＴＡ会員の皆様は，

お元気でおすごしのことと思います。

７月１日（木）１０：００～（１回目），１３：３０～（２回目）に，夏休み期間中のプール

当番説明会を行いました。プール開放事業は，仙台市の委託を受けて，ＰＴＡで

運営しております。今年も，ＰＴＡ会員の皆さまのご協力を得まして，子どもたち

にとって，安全で楽しいプール開放を進めていきたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

説明会に，ご多用のところおいでいただき，ありがとうございました。

６月２９日（金）【第３学年委員会】

第３学年では，学年Ｐ行事「親子安全・防犯教室」を，

６月２９日（火）１３：３０～１５：００に，将監西小体育館で行

いました。前半は，子どもの不審者被害と防犯の大切

さ，３年生でできる不審者対策や，事故にあったときの

対応の仕方を，親子一緒にビデオを視聴しながら学習

しました。「こども１１０番の家」に助けを求めることもで

きるので，どこに「こども１１０番の家」があるか知ってお

くことが大切です。

後半は，保護者だけの研修として，子どもの携帯電

話事情（使い方や被害）について，学習しました。知らないで携帯電話を使っているうちに，チェーン

メールや高額な料金の支払いなどの被害にあうこともわかりました。子どもたちの安全と健全育成の

ための有意義な研修会となりました。ご参加いただき，ありがとうございました。

６月２３日（水）～２５日（金）【バザー委員会】

９月３０日（木）１３：３０～１５：３０，将監西小学校体育館において，ＰＴＡバザ

ーを行います。そこで，６月２３日（水）～２５日（金）の３日間，バザー協力品

を集めさせていただきました。今年も，たくさんのご協力をいただき，ありが

とうございました。なお，夏休み明けにも，協力品の収集を予定しております

ので，よろしくお願いいたします。

昨年度は，バザーの収益から，仙台市陸上記録会（６年生が参加）で着用

するユニフォームの不足分をそろえることができました。今年も，会員，地域

の皆様のご協力のもと，有意義なバザーにしていきたいと思います。

泉署生活安全課の方を講

師にお招きしました。

今年は，去年より

上手に泳げるよう

になりたいな！



６月１７日（木）【第２回運営委員会・第３回学年連絡協議会】

第２回の運営委員会 第３回学年連絡協議会

議事 ①学年・専門部・本部からの年間活動計画の報告 議事 ①お手伝いの割り振り

②夏休みのプール運営について ②プール開放について

③その他 ③その他

学年行事・・・１年生：給食試食会６／１１（金）実施済み。３年生：安全・防犯教室６／２９（火）

２年生：交通安全教室７／７（水）は，これから実施します。

専門部・・・・広報委員会：広報紙「花の輪」は，７月上旬に第１号を発行します。

バザー委員会：６／２３（水）～２５（金）にバザー協力品を回収します。

健全育成委員会：西小こどもまつり７／１５（木）に，受付と巡回を行います。

保健体育委員会：泉区Ｐ連バレーボール大会７／３（土）に向けて練習を進めています。

本 部・・・・研修室のコンピュータのメンテナンスを行いました。活用してください。

各部での活動が，楽しく有意義なものになるように，会員皆様のご協力をよろしくお願いします。

６月１１日（金）【第１学年委員会】

本年度最初の学年ＰＴＡ行事，第１学年「給食試食会」を，６月１１日（金）

10:30～13:00に行いました。

野村給食センターから栄養士の方をお招きし，給食や食育についてお話

をいただいたあと，学校給食を試食しました。メニューは，ご飯，牛乳，鰹と

カシューナッツの炒め物，ほうれん草のサラダ（青じそドレッシング），卵ス

ープでした。１食２２５円とは思えないほど，とてもおいしい給食でした。野村

給食センターでは，一日１１，０００食も作れるんだそうですよ。試食後は，子

どもたちの給食の様子や学校施設も見学し，とても充実した行事となりま

した。ご参加いただき，ありがとうございました。

６月４日（金）【健全育成委員会】

本年度の新しい「安全・安心マップ」ができま

したので，各ご家庭にお渡しします。このマップ

には次の情報が盛り込まれています。

① 赤：防犯での注意箇所

② 青：交通での注意箇所

③ ★：こども１１０番の家

④ 一人で行ってはいけない危険箇所

⑤ 自転車の乗り方と交通安全のきまり

一人で行ってはいけない危険箇所には，動物が

かくれています。ご家庭でお子さんと一緒に楽しく動物を探しながら，危険箇所をご確認下さい。

イラストなども昨年度のマップより見やすく工夫しましたので，防犯・安全にぜひご活用ください。

野村給食センターでは・・・

メニューも，栄養のバランスも

工夫されていますね。



６月１日（火）【保健体育委員会】

「泉区ＰＴＡ連合会ソフトバレーボール親睦会」

（７月３日（土）泉総合体育館で開催）へ向けて，本年

度も練習が始まりました。

６月１日（火）は，１９：００～２１：００の時間で，メンバー顔合わせ会と参加へのオリエンテーション，そ

して第１回目の練習を行い，いい汗を流しました。

当日までは，毎週火曜日と土曜日の２回，１９：００～２１：００に練習を行います。練習会場は，将監西

小と将監中です（曜日で交代）。将監中・桂小・将監中央小・将監小との合同練習も行い，親睦を深め

ていきます。参加者の皆さんの活躍を，応援していきたいと思います。

５月２５日（火）受賞のお知らせ！

本校ＰＴＡが，優良ＰＴＡ団体・個人で表彰されます。

★本校父母教師会が，優良ＰＴＡ団体として，東北ＰＴＡ連絡協議会長表彰。

★本校ＰＴＡ会長が，個人でも，東北ＰＴＡ連絡協議会長表彰。

第４２回ＰＴＡ東北ブロック研究大会八戸大会（9月１１日・１２日開催）で表彰を受けます。これまで

の，ＰＴＡ会員の皆様のあたたかいご協力に支えられて，本校ＰＴＡの活動が認められての表彰で

す。これからもよりよいＰＴＡ活動を目指していきたいと思います。

本校広報紙「花の輪」（昨年度ぶん）が表彰されます。

★仙台市ＰＴＡ協議会から，本校ＰＴＡ広報紙「花の輪」が優秀広報紙と認められ，銀賞を受賞し

ました。（表彰は後日です。）

広報委員を中心に，昨年度は，第１号～３号を発行しました。紙面のデザインや記事の中身もよく

工夫され，すばらしい内容だと認めていただきました。銀賞は２年続けての受賞となります。今年

も，内容の充実した広報紙を作っていきたいと思います。

５月２２日（土）大運動会【健全育成委員会・本部】

とてもよい晴天のもと，大運動会が開催されました。子供たちは，徒競走，競

技，演技に大活躍でした。この日，健全育成委員会では，運動会時の安全確保と

して，校庭と学校周辺を，健全育成委員で分担し，定期的に見回りました。特に

大きな問題となることはありませんでした。今後も，定期的に学校行事や防犯守

ろうデーの時など，巡視活動を行う予定です。ご協力よろしくお願いします。

本部では，当日のご来賓の方々の受付や接待，ＰＴＡ・来

賓競技，未就学児の競技のお世話をしました。たくさんの

方々の競技へのご参加，ありがとうございました。

それっ，アタック！ よろしくお願いします。



５月２０日（木）【第１回運営委員会・第２回学年連絡協議会】

第１回の運営委員会 第２回学年連絡協議会

議事 ①会計監査委員の承認 議事 ①お手伝いの割り振り

②学年・専門部・本部からの年間活動計画の報告 について

③行事のお手伝いについての説明 ②学年行事について

④ＰＴＡバザー活動のための事務・会計手続きの説明 ③学年連絡網について

⑤その他

学年行事のトップバッターは第１学年の「給食試食会」です。会員皆さんの研修になり，楽しく有意

義に参加できるＰＴＡ行事や活動にしていきましょう。プール当番，ベルマーク，バザー，街頭指導の

お手伝いも，よろしくお願いします。

５月１３日（木）【保健体育委員会】

毎年，運動会の前の週に，校庭の草取りを行っています。

今年も，５月１３日（木），朝８：３０～９：３０に，草取りを行いまし

た。約３０名の方々のご協力をいただき，校庭をきれいにするこ

とができました。参加された皆さん，ありがとうございました。

５月２２日（土）の運動会当日は，子どもたちやご来賓，地域

の方々のはつらつとした競技・演技を楽しみにしています。


