PTA 会員各位

平成 2９年６月 1７日（土）
江東区立第一亀戸小学校

平成 29 年度 No.2

校長 関 哲

也

PTA 会長 渡 部 光 一

一亀ホットライン

「一亀ホットライン」は一亀小 PTA の活動を会員のみなさまにお知らせするニュースレターです。各委員会・スポーツ部と本部から毎月の活動と予定をお届けします。

学 年 委 員 会
5/20 ＰＴＡカーニバル提供品収集の手紙作成
5/25 2 年生 親子レクリエーションの手紙作成
5/26 水曜日校庭開放の手紙作成・配布
5/30 1 年生 親子レクリエーションの手紙作成
6/1
2 年生 親子レクリエーションの手紙配布
6/2
1 年生 親子レクリエーションの手紙配布
6/8
1 年生 親子レクリエーション打ち合わせ
6/9
1･2 年生 親子レクリエーションの申込み
用紙回収
6/10 ＰＴＡ基礎研修会出席
土曜日校庭開放実施
6/12 ＰＴＡカーニバル提供品収集の手紙配布
6/14 水曜日校庭開放実施
6/17 土曜日校庭開放実施
«予

定»

6/18 亀戸地区小中 PTA8 校バレーボール大会応援
6/18 日曜日校庭開放実施
6/23 1 年生 親子レクリエーション実施
6/26 学校公開受付
6/26 2 年生 親子レクリエーション実施
6/26~27 ＰＴＡカーニバル提供品収集
6 月下旬 夏休み子ども映画大会の手紙作成・配布
夏休み社会科見学会の手紙作成・配布
7/5
水曜日校庭開放実施
7/8
土曜日校庭開放実施
--------------------------------------------------運動会では、学年委員会として運動会の運営に携わる
ことが出来ました。その中で、こどもたちの頑張りや
笑顔、保護者の方の応援する姿を間近で見ることがで
き、貴重な体験となりました。
今後もＰＴＡ活動を積極的に行っていきます。

W E S 委 員 会
5/22
6/17
«予

WES 講座決定通知書配布
WES 開講式
前年度からの各講座引継ぎ
定»

無事に開講式および第１回目の講座を迎えることが
できました。
ご協力頂いた皆様ありがとうございました。

校外生活委員会
■一丁目■ ---------------------------町内会バス旅行（こもれびの里）
地域清掃・廃品回収

■二丁目■ ---------------------------5/13

開校記念日のレクリエーション日程調整

■団地東■ ---------------------------5/14
6/8

団地ファミリー運動会お手伝い
団地夏祭り打ち合わせ

«予 定»
7/20 団地夏祭り打ち合わせ

■団地西■ ----------------------------

5/25 地域ベルマーク回収
5/30 ベルマーク運動説明会の出席

5/13 団地ファミリー運動会 前日準備
5/14 団地ファミリー運動会お手伝い
5/21 江東区こどもまつり
5/22～7/12 旗持ち当番
6/3
お楽しみ会打ち合わせ
6/8
夏まつり打ち合わせ
6/17 あじさい祭り前日準備
6/18 あじさい祭り
6/25 防災訓練・炊き出し手伝い

«予

■天神町会■ --------------------------

厚 生 委 員 会

定»

6/22 日本赤十字献血協力
6/26 地域ベルマーク回収
6/27 学校公開の手伝い
6/27 セーフティ教室意見交換会出席
7/8
ベルマーク集計、発送
今月、献血会に向かって進めております。
みなさまご協力よろしくお願い申し上げます。

広 報 委 員 会

5/28
6/7

«予

«予

6/17

日頃より広報活動の取材等にご理解いただきありが
とうございます。
次号１５2 発行に向けて広報委員一同にて活動をい
たしております。

定»

■三和町会■ -------------------------5/20
5/28

6/18 亀戸地区小中 PTA8 校バレーボール大会取材
6/19 プール開き取材
6/20 3 年生 区内めぐり取材
6/23 一亀まつり取材
6/27 セーフティ教室取材
6/28 学校公開受付
7/7
４～６年生 社会科見学取材

資源回収
子ども会総会

7/21～27 ラジオ体操
7/21～ 夏休みパトロール（毎週金曜全 4 回）
7/9
はねかめまつり

6/1
入学記念号発行
6/7
自転車教室取材
6/10 PTA 基礎研修会出席
6/17 WES 開校式取材
定»

春の一斉清掃
校外委員顔合わせ

■宮元町会■ -------------------------6/4
6/8

«予

資源回収
春の一斉清掃

定»
資源回収

■地域外■ ---------------------------5/28

3 丁目東町会

廃品回収

《全 校 外 委 員 実 施》
6 月中旬

■バレー部■----------------------------6/18

本

6/18 亀戸地区小中 PTA8 校バレーボール大会応援
6/29 学校公開受付お手伝い
7 月中旬 第２回目講座

6/5
6/11

ス ポ ー ツ 部

教育振興会集金

卒業対策委員会
6 月中旬 卒業対策費集金開始(分割全 5 回)
８月を除き 11 月まで毎月集金いたします。

5/20
5/27
5/27
6/1
6/3
6/6
6/9
6/10
6/13
6/14
6/16
6/17
6/17
6/17

亀戸地区小中 PTA8 校バレーボール大会

部

関

係

亀子連歓送迎会
三亀中運動会
校庭開放連絡会
臨時定例会
一亀小運動会
江東区青少年対策亀戸地区委員会総会
第３回定例会
PTA 基礎研修会
青少年対策委員会事業日程打ち合わせ
江東区立小学校 PTA 連合会総会・歓送迎会
漢字検定
第２回役員会、第２回運営委員会（全委員）
第１回 カーニバル実行委員会（全委員）
WES 開講式

«予 定»
6/18 亀戸地区小中 PTA8 校バレーボール大会応援
6/19 プール開き（安全祈願）
6/23～29 学校公開お手伝い
6/27 セーフティ教室+意見交換会
6/30 亀戸地区小中ＰＴＡ歓送迎会
7/3
亀リンピック実行委員会
7/8
臨海学校保護者サポート説明会
7/21～23 岩井臨海学校
皆様にご協力いただきましたおかげで無事運動会を
終えることが出来ました。
今後はプール開き、臨海学校など「水」にかかわるイ
ベントが発生します。事故に気をつけて子供たちが安
心して過ごせる環境つくりを目指してまいりたいと
思います。

