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世田谷区立桜町小学校

平成 30 年 5 月２１日
桜町小学校 PTA 発行
会　長　 根 井　朝 美

５月８日から１年生のＢＯＰがスタートしました。多い日
には１５０名ほどの児童が参加し元気に楽しく活動をして
います。今年度も「自ら考え判断し、行動できる子どもの
育成」を目指し「一期一会」を大切に職員一同頑張ってま
いります。たくさんの参加を待ち望んでいます。

ゴールデンウィーク後、少し体調を崩してマ
スクをしていたら子どもたちに「風邪なの？」
「大丈夫？」「お大事に」と言われてほっこり
しました。桜町の児童はとても優しいですね。
保護者の皆さまにお手伝いをいただく機会が
多くて助かっています。引き続きよろしくお
願いします。

《 第２回　運営委員会　＊報告＊　　　　　　　　》５月12 日（土）

学校生活は、一人ではできないことを
皆でやるためにはどうすればよいか、
学ぶところだと思います。例えば、リー
ダー、 フォロワーなどの役割により集団
が機能することや、自分たちで課題を
発見して乗り越えていく方法を考える
体験ができます。
子どもたちが自分で考えることができ
るよう、また前向きに取り組めるよう、 
ぜひ家庭でも声かけしてほしいです。

深尾校長先生

The
Twitter

of
TOMOMI

５月１日より着任しま
した。世田谷区の小学
校も副校長としての仕
事も初めてになりま
す。よろしくお願いし
ます。

今宮副校長先生 小林保子副校長先生

亘理事務局長

◆本部役員選出方法について
桜町小独自の互選による選出方法
である「桜町方式」（右図参照）を
採用しています。
（知らないうちに知らない誰かに決
まっているのではなく、全会員が
参加できる方法として実施）
今年もこの方法で良いかを７月の
運営委員会で決議します。

◆平成 30年度　年度始め総会資料について　
　○平成 29年度活動報告、決算報告
　○平成 30年度の活動計画案、予算案
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２学期始めに
次年度会長候補者
推薦用紙を配布
（次年度本部役員
立候補も受付）

１～５年の
クラスごとに
互選会出席者を
会員の総意で選出

会長候補者の承認
（事前立候補の
本部役員も承認）

各クラス代表の
互選会出席者が話し合い
次年度本部役員候補者と
会計監査候補者を選出

承認されました。

◆ねぶた部・ベルマーク部
　部員募集のお知らせ
これまで本部役員が行なっていた
活動ですが、継続的に運営するた
め、部活動として位置づけたいと
考えています。詳細は PTA ホー
ムページにアップしていますので、
ぜひ応募してください！

◆アンケート
教育条件整備要望書アンケートお
よびＰＴＡアンケートを６月中に
実施予定です。

◆スポーツ大会
○世小Pソフトボール大会（6月 3日本大会）
昨年度は 62 校中で見事優勝！桜町おやじの会に入っていなく
ても参加できます！詳細は５月14 日配布のお知らせをご覧く
ださい。

○青少年用賀地区委員会 卓球大会（6月 23 日）
※4,5,6 年生対象
今年は桜町小が会場となります。ラケットも貸し出します！
詳細は近日配布されるお知らせをご覧ください。

○春季第７ブロックPTAバレーボール親善大会 (6月16、17日)
今年度は世話校として本校で大会を開催します！バレー部一
丸となって運営・試合を頑張りますので皆さまのご協力とご
声援をよろしくお願いします！（詳細は後日お知らせを配布）



さくらまち＊クライス
私たちは桜町小の保護者で結成したコーラス
グループ “ さくらまち＊クライス ” です。 
月に２、３回ほど、子どもを学校に送り出し
たあとに 近くの地区センターで練習に励んで
います。 軽い体操をして、発声練習をして、歌っ
たりお喋りしたりと、 笑いの絶えない楽しい
サークルです。音楽を通して、小学校にお友
だちを作りませんか？ まずはお気軽に私たち
の練習風景を見に来てください。

連絡先 》》》
sakuramachi.kreis@gmail.com 
（3-3 増谷）

　　　　　　　　　ようこそ桜町小学校へ！
PTAで作成した安全マップなどの入った資料一式をお渡しします。
sakuramchi.pta.houkoku@gmail.com　へご連絡ください。

審議・連絡・報告事項、PTA活動に関するご意見ご質問は、下記PTAメールまで
sakuramachi.pta.houkoku@gmail.com

◆避難訓練および引き取り訓練 
午前１０時４５分ごろ震度５弱の地震を想定し
た緊急校内放送が流れました。ランチルームに
集まっていた運営委員会参加者も机の下に入
り、身の安全を確保しました。
体育館、校庭では避難所運営委員会のご協力に
よりマンホールトイレや備蓄品などが公開さ
れ、自助の大切さを感じることができました。

選出委員会
7 月 14 日（土）11:00～11:30  ランチルー
ムにて、桜町小ＰＴＡを知る会を開催します。
ＰＴＡの活動を知っていただく良い機会となり
ますので、皆さまふるってご参加ください。

◎平成３０年度年度始め総会について◎
　５月１２日（土）１３時３０分より開催しました。
　定足数を満たしましたので無事成立し、審議事項は可決されました。
　　議案の訂正　平成３０年度決算報告会計監査報告部分
　　誤）平成２９年４月１日から平成２９年３月３１日までの収支報告書
　　正）平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの収支報告書

研修委員会
◎第一回　家庭教育学級のお知らせ
５月２８日（月）に第一回家庭教育学級と
して企画しております「給食試食会」への
ご応募、ありがとうございました。
当日は本校栄養士の小林佳江先生に給食に
ついてお話しいただき、子どもたちが毎日
食べている給食を試食します。今回は大人
気のジャンボぎょうざです！
この機会に給食について理解を深め、調理
の工夫や味付けを知っていただければと思
います。参加される皆さま、ぜひ楽しいひ
とときをお過ごしください。

桜町小PTAのＴシャツ作ります！
運動会などの行事にＰＴＡでおそろいのＴシャツ
を着ませんか！ 1 枚 1,700 円（税抜き）ぐらい
になる予定です。

購入希望の方は
sakuramachi.pta.houkoku@gmail.com
へ【Tシャツ購入希望】として書記・嶋岡宛に
ご連絡ください。（５月末締め切り）

なつまつり委員会
◎なつサポーター説明会のご案内
　日時　7月 7日（土） 
　　　　9：30～11：30
　場所　多目的室（新校舎三階奥）
詳しくは後日お子さんを通じてお手紙を
配布します。よろしくお願いします。

◆離任式について
４月２７日の離任式後、離任された先生方に
ＰＴＡから記念品を贈りました。

◆安全教室委員会より
5 月 10 日、2 年生・わかくさ学級 2 年生を対象
に交通安全教室を開催しました。ヤマト運輸（株）
様のご指導のもと、実演・体験を通じて、子ども
たちは交通安全の意識をもって行動することの大
切さを学びました。ご参観いただいた保護者の皆
さま、ありがとうございました。
《 主な指導内容 》
① 交差点、横断歩道の渡り方
② トラックの死角体験
③ ヘルメット着用の重要性
④ 車速 40km／ｈでの停止距離の実演
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次回
予告

 7月 14日（土）    9 : 30～ 11: 00　第3回 運営委員会
 7月 14日（土）11 : 00～ 11:30　PTAを知る会 at ランチルーム

I N F O R M A T I O N
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車はブレーキをかけても
急に停まれないよ！

頭を守るために
必ず着けよう！

転入されたご家庭へ
PTAホームページでは
カラーで見られます！

※ネイビー×グリーン［ドライ素材］
　男女兼用タイプ（SS/S/M/L）
　（SS→レディースM、S→レディースL相当）


