PTA 会員各位

平成 29 年 10 月 20 日（金）
江東区立第一亀戸小学校

平成 29 年度 No.6

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

W E S 委 員 会

PTA カーニバル提供品 回収･仕分け･値付
け作業(最終)
10/1 日曜日校庭開放実施
10/2 事務用品注文書提出
10/4 水曜日校庭開放実施
10/15 亀戸地区小学校ＰＴＡ5 校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
応援
10/18 学校公開お手伝い
10/19 学校保健委員会出席

9/下旬 一亀小 PTA カーニバル絵手紙作品展示
10/7 絵手紙教室講座
10/7 将棋教室臨時講座

«予 定»
11/1 水曜日校庭開放実施
11/11 土曜日校庭開放実施
11/12 日曜日校庭開放実施
11/19 日曜日校庭開放実施

一亀小 PTA カーニバルでは初の将棋体験と和太鼓
体験を担当いたしましたが、たくさんのお子さんが
参加してくださいました。
講師の先生方のお力もあり、大盛況でした。ぜひ繋
げていきたいと思います。

9/16

--------------------------------------------------一亀小 PTA カーニバルの提供品コーナーでは、無
事に売上目標金額を達成することができました。
ご協力いただきました皆様、誠にありがとうござい
ました。

厚 生 委 員 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
10/15 亀戸地区小学校ＰＴＡ5 校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
応援
10/19 学校公開お手伝い
10/19 学校保健委員会出席
«予 定»
10/25 各クラスおよび地域ベルマーク回収
11/24 各クラスおよび地域ベルマーク回収

10/5 実施したヨガの講習会について、
多くの方に御参加いただき、また好評を頂きまして、
改めてお礼申し上げます。
また今後も御協力の程お願い申し上げます。

«予 定»
10/23 学校公開お手伝い
11/11 絵手紙教室・将棋教室・和太鼓教室講座
11/25 絵手紙教室・キンボール教室・和太鼓教室
講座

校外生活委員会
■二丁目■----------------------------10/20 2 丁目町会レクリエーション費回収
11/20 2 丁目町会レクリエーション（TDL）

■団地西■----------------------------10/19 祝賀会
10/29 江東区民まつり(木場公園)

■天神町会■ -------------------------10/28,29 江東区民まつり(木場公園)
11/12 秋の町内会一斉清掃

■宮元町会■ -------------------------11/25 防災訓練（9/30 より変更）

■三和町会■ -------------------------10/21 資源回収
10/29 江東区民まつり(木場公園)

■地域外■----------------------------10/29 江東区民まつり(木場公園)

広 報 委 員 会

卒業対策委員会

広報委員 9 月定例会
一亀小 PTA カーニバル 取材
厚生講習会 取材
区小中 PTA 広報紙研修会 参加
亀戸地区小学校ＰＴＡ5 校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
取材 10/18 連合運動会 取材
10/19 学校保健委員会(ﾒｸﾞﾐﾙｸ) 取材
10/20 学校公開お手伝い

9/19 卒対だより②配布
10/13 10 月分卒対費入金

«予 定»
10/21～22 スーパードッジボール大会 取材
10/24 生活科見学 1 年 取材
10/27 生活科見学 5 年 取材
11/17～18 学芸会 取材
11/23 区小中亀戸地区ソフトボール大会 取材
11/24 社会科見学 6 年 取材

■バレーボール部■ --------------------

9/21
9/30
10/5
10/7
10/15

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。

«予 定»
10/24 先生方と打合せ（招待状リストの件）
11/上旬 11 月分卒対費集金・入金

ス ポ ー ツ 部

10/7

江東区立小学校 PTA 連合会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
主将会議
10/15 亀戸地区小学校ＰＴＡ5 校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
3 位入賞
«予 定»
11/5 江東区立小学校 PTA 連合会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

■ソフトボール部■--------------------11/23 江東区立小中学校亀戸地区 PTA 連合会
親善ソフトボール大会

本

部

関

係

9/30
10/1
10/6
10/7
10/7

一亀小 PTA カーニバル
一亀小 PTA カーニバル翌日片付け
第 8 回定例会
一亀幼稚園運動会
江東区立小学校 PTA 連合会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
主将会議
10/8 亀子連運動会
10/10 亀リンピック運営委員会
10/14 第 6 回役員会、第 6 回運営委員会（全委員）
第 5 回カーニバル実行委員会（全委員）
10/15 開校 120 周年記念集会「一亀フェスタ」
（雨天中止）
10/15 亀戸地区小学校ＰＴＡ5 校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
10/15 江東区立小中学校亀戸地区 PTA 連合会
親善ソフトボール大会主将会議
10/17 新一年生向け学校説明会
10/17～23 学校公開お手伝い
10/18 連合運動会
10/19 学校保健委員会
10/20 江東区民まつり巡回バス打合せ会
«予 定»
10/21 スーパードッジボール親睦会（1.2 年）
10/22 スーパードッジボール大会（3～6 年）
10/23 開校 120 周年記念集会「一亀フェスタ」
10/28,29 江東区民まつり巡回バス運行協力
11/17 第 9 回定例会
11/17.18 一亀小学芸会
《平成 29 年度一亀小 PTA カーニバル会計報告》
〈収入の部〉
提供品売上
模擬店売上
委託業者ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ
その他（町会ご祝儀）
合計

137,410
405,550
13,450
46,000
\602,410

〈支出の部〉
模擬店経費（仕入代金）
雑費
合計

270,848
51,890
\322,738

〈総計〉
総収入
総支出
カーニバル収益金

602,410
322,738
\279,672

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。
皆様にご協力いただきまして無事一亀小 PTA カー
ニバルを終えることが出来ました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

