みんな笑顔で元気にあいさつ

何よりも子どもたちが海を

の皆さんからも︑自然と笑

桜区ＰＴＡ連合会の平

と北爪郁哉氏︵新開小Ｐ︶

く︑小島章禎氏︵栄和小Ｐ︶

桜区ＰＴＡ連合会 平成 年度
新メンバーを加えスタート

月

年度定期総会が

また︑特別顧問をお務め

成

日 土( ︑)プラザウエスト
にて開催されました︒

が就任しました︒
んばろうという気持ちに次

年度をもって

井澤孝行
︵ 大久保小Ｐ︶
＝欠席

北爪郁哉
︵ 新開小Ｐ︶

長尾優子
︵ 中島小Ｐ︶

高橋白美
︵ 神田小Ｐ︶

矢作修一
︵ 中島小校長︶

関根善隆
︵ 田島小Ｐ︶

臼杵信裕
︵ 特別顧問︶

田辺雄一
︵ 土合中Ｐ︶

丸山和彦
︵ 土合小Ｐ︶

榎本雅昭
︵ 大久保中Ｐ︶

新井敬二郎 大(久保中校長 )
高橋公一
︵ 大久保東小Ｐ︶

小島章禎
︵ 栄和小Ｐ︶

陶山 功
︵ 田島中Ｐ︶

松山克彦
︵ 上大久保中Ｐ︶

ご退任されました︒

生は︑平成

いただきました臼杵信裕先

長に就任︑副会長には新し

が昨年度に引き続き区連会

榎本雅昭氏︵大久保中Ｐ︶

年

が︑このワカメだそうです︒
被災地支援の平成

円を南三陸町の戸

度分義援金は︑２月末日に
万

らせていただきました︒
﹁今後とも皆様から頂い
たご支援を糧に︑様々なこ
とに取り組ませ︑未来に向
けた一歩を刻ませるべく指
導していく覚悟です︒﹂と︑
校長先生からのお手紙に書
かれていました︒

登山道の木段づくり

顔がこぼれていました︒
︻大久保東小ＰＴＡ︼久
しぶりの学校でちょっと不

夏休み気分の子も︑みんな

安に思っている子も︑まだ

さわやかなあいさつが交

元気な顔であいさつをして

域にしていきましょう︒

わされる︑そんな素敵な地

くれました︒

︻大久保小ＰＴＡ︼２学

の横断幕を持って︑子ども

域にしていきましょう︒

期の始めも元気よいあいさ

たちも一緒に﹁あいさつ運

ルミ缶資源回収による被災

拒絶しないか︑などの不安

25
第になってきたとの事で︑

海に出て︑復興に向けてが

校の生徒たちも体験学習で

︻中島小ＰＴＡ︼手作り

で︑地域の皆さんとふれあ

つが聞こえてきて︑スマイ

校で展開

夏休みが終わり︑２学期
い︑自分の住む地域に深い

動﹂に参加してくれました︒

﹁あいさつ運動﹂を桜区

が始まりました︒桜区の小

愛着を抱くようになります︒ ルがあふれました︒保護者

アルミ缶資源回収被災地子ども支援

南三陸町から素敵な贈り物

中学校では︑学期のスター
トにあたり﹁あいさつ運動﹂
が行われました︒
桜区ＰＴＡ連合会では
﹁あいさつ運動﹂の推進に
取り組んでいます︒あいさ

と︑気持ちが良くなります︒

地支援で義援金を送った宮

があったようです︒

メ養殖がいつ再開できるか︑ そうやってできあがったの

あいさつは︑人と人の心の

城県南三陸町の戸倉中学校

しかし︑徐々に養殖再開

桜区ＰＴＡ連合会のア

距離を縮めます︒子どもた

の校長先生から︑３月にお

24

つをすると︑また︑される

ちも︑あいさつをすること

7973

倉小学校と戸倉中学校に送

39

24

広報情報委員会

の目途が立ち︑同時に中学

舘岩少年自然
舘岩少年自然の家視察

6

桜区ＰＴＡ連合会

手紙が届きました︒あわせ
て戸倉中の新２年生が１年
生の時︑漁協戸倉出張所の
皆さんと一から育てた養殖
ワカメが一緒に届きました︒
地域の復旧活動に携わる
一環として地元産業の一つ
であるワカメ養殖を１年生
が体験したそうです︒体験
学習をするにあたり︑ワカ

市Ｐ協の舘岩少年自然の家視察
研修・環境整備が 8 月 17 日（土）
・
18 日（日）に行われました。
日（日）に
桜区ＰＴＡ連合会から、小島(栄
桜区ＰＴＡ連合会から
和小Ｐ)会長と陶山(田島中Ｐ)会
和小
長の 2 名が参加、イワナさばき・
そば打ちやキャンプファイヤー
等子どもたちの自然の教室と同
等子どもたち
様の体験学習や、
様の
登山道等の環境
整備を行いました。
整備を行いました
25

第3号
戸倉中学校長からの
お手紙（左）とワカメ

8
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1

さまざまな活動が評価

団体﹂として︑

入れた﹁企画性﹂が見られ

という過去最高数の保護者

だき︑懇親を深めました︒

交換や︑給食を一緒にいた

メニューは梅わかめごはん︑ ︻大久保小ＰＴＡ︼

が参加しました︒この日の

るか︑といった点が高く評
月 日 土( ︑) 市Ｐ
協定期総会の場で︑ 価されていました︒

︻神田小ＰＴＡ︼

日︵土︶︑五関︑

を神輿でまわった後︑三地

どを準備しました︒各地区

添いや︑休憩所で飲み物な

もたちの神輿かつぎの付き

地区委員の皆さんが︑子ど

が行われました︒ＰＴＡの

宿︑塚本の各地区で夏祭り

月

大久保三地区夏まつり

アジフライでした︒

動の充実や︑ＰＴＡ

日︵木︶︑緊急時

緊急時の引取訓練

広報紙 が

で優秀賞を受賞︑地

︻大久保中ＰＴＡ︼

区が合同になっての神輿の

における児童引取訓練が行

︻上大久保中ＰＴＡ︼

区懇談会で関連小学校や地

安全な避難を確認後︑児童
月 日 水( ︑)ＰＴＡ３
を１人ずつ引き渡しました︒ 学年委員が主催する高校見

土合中ＰＴＡの活動が優

価されました︒

災害に備え︑みんなが真剣

保護者の高校見学会

す︵左表参照︶
︒特に﹁ＰＴ

に訓練に参加していました︒ より保護者

学が行われました︒各学年

浦和西高︑与野高︶を訪問

４校︵武南高︑秀明英光高︑

体育祭を前に︑たくさんの

月 日 金( ︑﹁
) 花いっ
ぱい運動﹂を行いました︒

花いっぱい運動

親子ボランティア

素敵なお花でお迎えをしよ

日︵土︶︑第１回

しました︒各校より詳しい

月

うと︑生徒と先生︑ＰＴＡ
名が参加

親子ボランティアが開催さ
れました︒総勢

し︑ごみ捨て︑草むしり︑

︻田島中ＰＴＡ・田島小

となりました︒

説明を聞き︑貴重な情報源

名が参加し︑

担ぎ合いがありました︒

さいたま市Ｐ
Ａ活動﹂の記事が充実して

度 さいたま市優良ＰＴＡ

ＴＡ協議会の平

われました︒子どもたちの

13

︻中島小ＰＴＡ︼

秀と認められ︑﹁平成

7

いるか︑時勢の話題を取り

成

Ａ広報紙コンク

ール﹂の表彰式

が 月 日 土( )
市Ｐ協の定期総

会の中で行われ

路周辺の枝の剪定も行い︑

きなどを行いました︒通学

月 日 月( ︑)田島中と
田島小︑新開小︑西浦和小

４校ふれあい懇話会

ＰＴＡ・新開小ＰＴＡ︼

美しく安全になりました︒

︵南区︶の﹁４校ＰＴＡふ

池の泥落とし︑校舎の窓拭

︻栄和小ＰＴＡ︼
給食試食会
日︵火︶︑ＰＴＡ

れあい懇話会﹂を田島中に
て開催しました︒﹁中１ギャ
ップ﹂対応や﹁小・中ＰＴ

月

主催の給食試食会が開催さ

Ａの連携﹂についての意見

の保護者が一緒になってた

くさんのお花を植えました︒

大会スローガン

44

名

さいたま市で開催

ました︒
桜区からは︑

中島小ＰＴＡの

⑤企画性：積極的な企画性、アイディアがみられるか

年度﹁ＰＴ

元地域との連携などが︑評

月

年連続

のボランティア活

や﹁見守り隊﹂など

﹁あいさつし隊﹂

彰されました︒

さいたま市より表

6

年

清 水 市 長 より 表 彰 を 受 ける 土
合中ＰＴＡ・
田辺雄一会長
︵右︶

9
④内容(3)：学校を取り巻く教育課題に取組みがみられるか
：学校を取り巻く教育課題に取組みがみられるか

6

平成 26 年度に

土合小学校ＰＴＡ 大久保小学校ＰＴＡ 田島小学校ＰＴＡ 大久保東小学校ＰＴＡ 栄和小学校ＰＴＡ 新開小学校ＰＴＡ
土合中学校ＰＴＡ 大久保中学校ＰＴＡ 田島中学校ＰＴＡ 上大久保中学校ＰＴＡ 神田小学校ＰＴＡ 中島小学校ＰＴＡ

さいたま市 PTA 協議会

﹁な・か・じ・

ま・ＰＴＡ﹂と土合中学校
ＰＴＡの﹁つどい﹂が優秀
賞として表彰されました︒

③内容(2)：学校と地域社会との親密な連携がみられるか
：学校と地域社会との親密な連携がみられるか

検索

桜区ＰＴＡ

未来につなげる大会にしましょう。

栄和小ＰＴＡの給食試食会

15

②内容(1)：ＰＴＡ活動に役立つ記事が盛り込まれているか
：ＰＴＡ活動に役立つ記事が盛り込まれているか

25

市Ｐ協の広報紙コンクー

①読み易さ：全体の編集やレイアウトおよび見出し

26

1

8

6

7

さいたま市ＰＴＡ協議会のホーム
ページからご覧いただけます。

平成 26 年 10 月 25 日・26 日 開催

市優良ＰＴＡ
ＰＴＡ団体表彰に
土合中
土合中ＰＴＡ
【広報紙コンクール ５つの審査基準】

24
6

9

日本ＰＴＡ全国協議会
関東ブロック研究大会

164

れました︒試食会には

どもたちに

子

広報紙コンクール 中島小
中島小と土合中が受賞

ルの審査基準は５つありま

117

ま ごころつなぐ

た くましく

2
15

25

い のち尊び

さ さえ合い

5
6

6

ＰＴＡ広報紙 もっと企画性を
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