
「〇〇の秋」というと、読書、食欲、スポーツ、芸術など言われますが、
桜町小でもいろいろな秋がありました。「読書」では読書ねっこでの読み聞かせ、
「食欲」ではサツマイモ掘りをしましたが、収穫したサツマイモを各ご家庭で美
味しく食べてもらったようです。「スポーツ」では連合運動会があり、６年生と
わかくさ学級で参加してきました。「芸術」として、展覧会があります。きょう
だい学級の鑑賞では、上の学年の子が下の学年の子を上手くリードしてあげてい
て、自分が低学年の時にしてきてもらったことを継承できていると感じました。
子どもたちにとって実りの秋となっています。

vol.５

家庭数

できるときにできることをできるときにできることを

世田谷区立桜町小学校

平成 30年11 月 26 日
桜町小学校 PTA 発行
会　長　 根 井　朝 美

BOP ではかけっこ教室、ミニバスケットボール交流会、児童館
祭り、ドッヂボール指導など様々なイベントを企画していますが、
今年は新たに仕掛けをして学童児以外にも参加をしていただいてい
ます。児童館祭りでは PTAのご協力もいただきありがとうございま
した。年末に向けてさらにイベントを充実させていきます。

《 第 5回　運営委員会　＊報告＊　　　　　　　　》11 月 17 日（土）

深尾校長先生

今宮副校長先生小林副校長先生

亘理事務局長

審 議 事 項

先週はインフルエンザが
流行っていましたが、今週は少し
落ち着きました。寒くなってきて
いるので、学校ではうがい、手洗
いを勧めています。ご家庭でもお
願いいたします。今年は運動会の
スケジュールが変更になり大変で
したが、ご協力いただきましてあ
りがとうございました。

運営委員会当日は、展覧会の最終日。子どもたちの力作が体育館いっぱいに展示されて
いました。子どもたちの工夫や思いがつまっていましたね。
展覧会のほか２学期は運動会や授業の補助などのお手伝いが多数あり、PTA 会員の方
にも多大なご協力をいただきました。ありがとうございました。

今年ももうすぐ終わりですね。来年度
のことについて取りかかり始めました。
引き続きよろしくお願いいたします。

◆１家庭１役について
これまで、複数児童が在籍する家庭では、お
子さまのクラスごとに委員または係を担当す
ることになっていましたが、在籍人数にかか
わらず、委員でも係でも一家庭につき一役を
引き受ければ良いというルールにすることを
検討しています。

◆平成３１年度（2019 年度）委員・係募集人数について
各委員・係の実態を踏まえ、以下のような体制で募集することを検討しています。

◆学級費について
学級費は１クラスに対し年間 5,000 円を渡し
ていますが、学級費の使い道や運用の課題等、
メールメイト導入に伴う予算の関係により、
学級費の廃止について試行することを検討し
ています。

委員会 現行 改正案 備考

クラス委員

研修

広報

選出

なつまつり

安全教室

校外

各クラス４名

学年問わず 25名程度

低・中・高学年  各 5名
までの 12～15名程度

１～５年　各クラス 1名

学年問わず 30名程度

２年 10名、３年 10名

各地区班ごと 1名＋三役

変更なし

変更なし

学年問わず12名程度

8名（事前立候補者がでな
ければ４、５年生から募集）

変更なし

変更なし

変更なし

係 現行 改正案 備考

さくらまち会

特別集会

なつサポーター

自転車サポーター

校外サポーター

親睦会

運動会

各クラス 1名

６年　各クラス１名

各クラス３名

３年　各クラス２名

１年　各クラス２名
２～６年　各クラス１名

各クラス 2名

２～５年　各クラス 2名

各クラス 2名

変更なし

変更なし

変更なし

全校で１０名増

変更なし

変更なし

ただし、PTAお手伝い係のみはすべての委員・係を決定後、決定します。
今回の審議事項３件については、次回の運営委員会（１２月８日開催）で決議します。
ご意見、ご質問は各クラス委員もしくは sakuramachi.pta.houkoku@gmail.comまで。

さくらまち会、研修フェアを担当

三役のうち書記を１名増

クラス特別集会において
各クラスでの司会進行

町会や児童館で子どもたちの
ために企画してくださるイベ
ントにボランティアを募った
とき、応募してくれる保護者
が激減しているため

◎メール配信なし
◎さくらまち会・研修フェア
　への参加義務なし
◎クラス特別集会において
　各クラスでの司会進行



　　　　　　　　　
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。下記 PTA 報告メールへ
ご連絡ください。
sakuramachi.pta.houkoku@gmail.com

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報告メールまで
sakuramachi.pta.houkoku@gmail.com

２月７日　第３回家庭教育学級を実施します。整理収納アドバイ
ザーの方を招いてのお片づけに関する講習会です。ぜひご参加ください。

◆研修委員会より
１０月１０日、さくらまち会を第二回家庭教育学
級と同日開催しました。今年度は保護司の皆さま
をお招きして、家庭教育学級パートでは世田谷区
保護司会よりお借りした DVD を上映し、さくら
まち会パートでは保護者・先生方・保護司さんで
小グループに分かれてフリートークを行いました。
参加者は 150 名にものぼり、子どもたちや親の居
場所についてとても充実した話をすることができ
ました。参加してくださった皆さま、ありがとう
ございました。

◆安全教室委員会より

１０月１６日、３年生・わかくさ学級３年生を対
象に自転車安全教室を開催しました。玉川警察署
の方々に、自転車の乗り方、事故にあわないため
の交通ルールをご指導いただきました。交差点や
横断歩道、駐停車車両など実際の道路を想定した
コースを、子どもたちは緊張しながらも一つ一つ
確認して運転しました。交通安全の大切さを改め
て学ぶ良い機会となりました。自転車の貸出にご
協力いただき、またご参観くださいました保護者
の皆さま、ありがとうございました。

次回予告★12月 8日（土）
  ９ : 00～  9 :15　臨時総会（体育館）
  ９ : 30～10:20　クラス特別集会（体育館）
10:30～11:30　運営委員会（ランチルーム）
＊決議：2019年度委員係募集人数、１家庭１役、学級費
＊審議：2019年度係募集人数（残り）
＊各専門委員会の活動状況・結果の報告

転入されたご家庭へ

報 告 事 項

告 知 事 項

I N F O R M A T I O N The
Twitter

of
TOMOMI◆ I T部 (仮)を本部付の係として常設 ( I T係を新設)する

　 ２年間 I T部として試行していましたが、I T係を常設することにより
　  PTAホームページの管理やお手伝い募集などを I T化する体制を確立します。

◆会員情報保護のためメールメイトを利用する
　 現在、クラス委員が行っているメール配信などを本部で一括して送信
　 できるようになります。年間約 80,000 円の使用料が発生します。

決 議 事 項

可決しました。
来年度から
実施されます。

●研修委員会より●

１２月８日　クラス特別集会の出欠を集計中です。WEB上の出欠
は締め切りましたので、未提出の方はメールでご連絡ください。●選出委員会より●

１２月８日　臨時総会を行い、次期会長候補者の承認となりますの
でご出席をお願いいたします。

● PTA本部より●

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
ループです。月に 2,3 回ほど、子どもを学校に
送り出したあと、近くの地区センターで練習に
励んでいます。
10 周年を記念してコンサートを開催します。
見学を兼ねてお気軽にお越しください。会員募
集中です。

♬さくらまち＊クライス 1st CONCERT
2018 年 12月 16日（日）
中町ふれあいホール

（世田谷区中町 4-21-1  駐輪場あり）
13:30 開場　14:00 開演　15:30 終演予定　

入場無料

●バレーボール秋季大会（10/28）第３位
●ソフトボール大会（11/11）優勝
　校長先生にも出場していただきました。

第７ブロック　スポーツ大会結果
応援ありがとうございました！


