PTA 会員各位

平成 2９年 7 月 8 日（土）
江東区立第一亀戸小学校

平成 29 年度 No.3

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
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
7/８ カーニバル提供品の仕分け
«予

定»

7/9
7/14

日曜日校庭開放実施
夏休み子ども映画大会の参加者へ手紙配布
夏休み社会科見学会の参加者へ手紙配布
7/15 陽だまり保育園よりバザー提供品収集
土曜日校庭開放実施
7/18 学年委員だより発行
7/27 夏休み子ども映画大会引率
8/3
夏休み社会科見学会引率
--------------------------------------------------カーニバル提供品の収集にご協力いただいた皆様、あ
りがとうございました。カーニバルに向けて、準備を
進めて参ります。また、夏休みの映画大会・社会科見
学会も、子どもたちの楽しい思い出となるよう、無事
に終えられるよう引率したいと思います。

厚 生 委 員 会
6/18 亀戸地区小中 PTA8 校バレーボール大会応援
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
《予 定》
7/25
8/25
8/26

各クラスおよび地域ベルマーク回収
各クラスおよび地域ベルマーク回収
厚生主催講習会前期準備

W E S 委 員 会
6/18
6/27
6/29
7/1
7/8
«予

亀戸地区小中 PTA8 校バレーボール大会応援
セーフティ教室意見交換会出席
学校公開受付お手伝い
将棋教室・和太鼓教室 講座
キンボール教室・和太鼓教室 講座
定»

7/15 将棋教室 講座
8/26 各講座
7 月中旬 第２回目講座
本格的に講座が開始しました。夏休み前に子供達が
安全に楽しめるようお手伝いしていきたいと思いま
す。

6/27
6/28
7/7
«予

亀戸地区小中 PTA8 校バレーボール大会取材
プール開き取材
3 年生 区内めぐり取材
一亀まつり取材
親子玉入れ取材
セーフティ教室取材
学校公開受付
４～６年生 社会科見学取材
定»

7/19 いちかめ 152 号配布
7/21～23 岩井臨海学校 取材
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。

6/21
6/23

校外生活委員会
■一丁目■ ---------------------------7/21～28 ラジオ体操
7/21～22 2 丁目夏祭りパトロール
7/23 夏祭り 模擬店 機材確認
7/29～30 1 丁目夏祭り
7/31 夏祭りテント片付け
8/19～20 亀戸地区夏祭り手伝い

■二丁目■ ---------------------------7/21～22 2 丁目夏祭り
7/24～28 ラジオ体操
7/29～30 1 丁目夏祭りパトロール
8/19～20 亀戸地区夏祭り手伝い

■団地東■ ---------------------------6/25 防災訓練・炊き出し手伝い
6 月下旬 ラジオ体操当番表作成・配布
7 月上旬 団地夏祭り当番表の作成・配布
7/20 第 2 回団地夏祭り打ち合わせ
7/21～29 前期ラジオ体操
8/4～5
団地夏祭り
8/6
三和夏祭りパトロール
8/17～23 後期ラジオ体操

■団地西■ ---------------------------7/2
お楽しみ会
7/9
はねかめまつり
8/4～5
団地夏祭り
8/19～20 亀戸地区夏祭り手伝い

■宮元町会■ -------------------------7/2
資源回収
7/9
はねかめまつり手伝い
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）
8/19 亀戸地区夏祭り手伝い

■三和町会■ -------------------------7/9
はねかめまつり手伝い
7/15 資源回収
8/4
団地夏祭り防犯パトロール
8/5～6
三和夏祭り
8/10 夏のレクリエーション
8/17～23 ラジオ体操
8/19～20 亀戸地区夏祭り手伝い

■地域外■ ---------------------------7/21～ ラジオ体操
7/23 どじょうつかみ大会
8/19～20 亀戸地区夏祭り手伝い
8/25～26 香取神社納涼踊り

6 月分卒対費を通帳に入金
未納分卒対費を通帳に入金

«予 定»
7/10

7 月分卒対費を集金 回収後通帳に入金

皆様、集金ご協力ありがとうございました。

ス ポ ー ツ 部
■バレー部■----------------------------6/18

日本赤十字社献血のご協力ありがとうございました。 ■天神町会■ -------------------------7/9
はねかめまつり手伝い
厚生主催の講習会は 10 月開催を予定しています。
7/29～31 若洲キャンプ
8/11 夏の子供お楽しみ会
8/17～23 ラジオ体操
広 報 委 員 会
8/19～20 亀戸地区夏祭り手伝い
6/18
6/19
6/20
6/23

卒業対策委員会

本

亀戸地区小中 PTA8 校バレーボール大会

部

関

係

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
6/27 第 4 回定例会
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
7/8
第 3 回役員会、第 3 回運営委員会（全委員）
7/8
第 2 回 カーニバル実行委員会（全委員）
«予 定»
7/21～22 2 丁目夏祭りパトロール
7/21～23 岩井臨海学校
7/27 夏休み子ども映画大会
7/29 亀子連若洲キャンプ
7/29～30 1 丁目夏祭りパトロール
8/3
夏休み社会科見学
8/4～5
団地夏祭りパトロール
8/5～6
三和夏祭りパトロール
8/15 旧中川灯篭流し
8/19 亀戸地区夏祭りパトロール
8/19～20 亀戸地区夏祭り
8/30 6 年生 水泳記録会
夏休みもまもなくです。
お祭りなど楽しいイベントが沢山あります。子ども
たちが無事に過ごすことができるよう、パトロール
等、ご協力をお願いします。

