PTA 会員各位

平成 29 年 10 月 2 日
（月）
江東区立第一亀戸小学校

平成 29 年度 No.5

校長 関 哲

一亀ホットライン

也

PTA 会長 渡 部 光 一

「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

ス ポ ー ツ 部

«予 定»
10/7 絵手紙教室講座

9/1
PTA カーニバル提供品回収・仕分け・値付
9/2～3 PTA カーニバル提供品 回収･仕分け作業
9/2
土曜日校庭開放実施
9/3
日曜日校庭開放実施
9/5
PTA カーニバル提供品 回収･仕分け作業
PTA カーニバル食券集計お手伝い
9/6,９ PTA カーニバル提供品値付け作業
9/9
土曜日校庭開放実施
9/10 日曜日校庭開放実施
9/13 水曜日校庭開放実施
«予 定»
10/1 日曜日校庭開放
10/4 水曜日校庭開放

■バドミントン部■ -------------------まもなく一亀小 PTA カーニバルが開催されますの
で講師の先生方との打合せ、準備を進めております。
初の体験コーナーとなりますので、子供たちが楽し
める内容になることを祈り委員全員で協力してい
きたいと思います。

校外生活委員会

秋の交通安全週間

旗当番

■二丁目■-----------------------------

--------------------------------------------------ＰＴＡカーニバルを無事終えられるように、頑張り
たいと思います。
皆様のご協力、よろしくお願いいたします。

厚 生 委 員 会

9/16
10/8

天祖神社祭礼お手伝い
亀子連運動会お手伝い

■団地東■----------------------------9/16 天祖神社祭礼お手伝い
9/21～29 秋の交通安全運動
10/8 亀子連運動会お手伝い

■団地西■----------------------------8/28
9/2
9/16
«予

ヨガ講習会の案内書とベル通信配布
カーニバルについて事前打合せ
厚生 9 月度定例会
定»

9/16 天祖神社祭礼お手伝い
10/8 亀子連運動会お手伝い
10/29 江東区民まつり(木場公園)

■天神町会■ --------------------------

９/25 各クラスおよび地域ベルマーク回収
10/5 ヨガ講習会開催

10/8 亀子連運動会お手伝い
10/28,29 江東区民まつり(木場公園)

■宮元町会■ -------------------------一亀カーニバルとヨガ講習会の日まで
あとわずかですがとっても楽しみにしております。

広 報 委 員 会
8/30
9/3

取材

参加

W E S 委 員 会

9/2
9/9
9/16

9/16
10/8
10/21
10/29

資源回収
亀子連運動会お手伝い
資源回収
江東区民まつり(木場公園)

■地域外■-----------------------------

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１５3 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。

8/26

亀島まつり
天祖神社模擬店
防災訓練
亀子連運動会お手伝い

■三和町会■ --------------------------

水泳記録会 6 年生取材
PTA 連合親善バドミントン大会

«予 定»
9/21 広報委員 9 月定例会
9/30 PTA カーニバル 取材
10/5 厚生講習会 取材
10/7 区小中 PTA 広報紙研修会

9/2
9/18
9/30
10/8

絵手紙教・キンボール・和太鼓・将棋教室
講座
一亀小 PTA カーニバル和太鼓体験講師打合
せ
将棋教室講座
一亀小 PTA カーニバル将棋体験講師打合せ
絵手紙・キンボール教室講座
絵手紙教室講座

9/25～26

納涼踊り大会(香取神社境内)

《全 校 外 委 員 実 施》

10/15 開校 120 周年記念集会「一亀フェスタ」
お手伝い

卒業対策委員会
9/4
9/15
9/16

卒対だより②
9 月分卒対費を通帳に入金
卒対だより印刷

«予 定»
9/19 卒対だより配布
10/10 10 月分卒対費を集金回収後通帳に入金
9/11 9 月分卒対費を集金、入金

区小 P 親善バドミントン大会

■バレーボール部■ -------------------10/15 亀戸地区小学校ＰＴＡ5 校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

本

■一丁目■----------------------------9/21～29

9/3

8/30
9/6
9/16
9/20
9/27
9/29
9/30

部

関

係

水泳記録会（6 年）
第６回定例会
第５回役員会、第５回運営委員会（全委員）
第１回周年行事実行委員会（全委員）
第 4 回カーニバル実行委員会（全委員）
スーパードッジボール審判講習会
第 7 回定例会
一亀小 PTA カーニバル前日準備
一亀小 PTA カーニバル

«予 定»
10/1 一亀小 PTA カーニバル翌日片付け
10/7 一亀幼稚園運動会
10/8 亀子連運動会
10/10 亀リンピック運営委員会
10/15 開校 120 周年記念集会「一亀フェスタ」
10/20 江東区民まつり巡回バス打合せ会
10/28,29 江東区民まつり巡回バス運行協力
日頃、PTA 活動にご協力いただきまして誠にありが
とうございます。
運動・食欲の秋がやってまいりました。亀子連運動
会や亀リンピックなど体を動かすイベントが続々
開催されます。
バランスのよい食事を取り、体を動かすことによっ
て健康で丈夫な体が作られます！
皆様、怪我のないように各種イベントを楽しんでく
ださいね。

