
 

 

現在までの PTA 活動について 

学校再開となった 6 月に「令和 2 年度 PTA 書面総会」を開催し、規約改定を含む、すべての議事が

承認されました。改定後の PTA のしおりは学校 HP の PTA コーナーに掲載しています。 

また、７月には各委員会において第１回常任委員会を開催しました。既に活動している校外指導委

員会に加え、事業研修、広報、推薦委員会でも正副委員長が決定しました。引き続き状況をみながらの

活動となりますが、今後ともみなさまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

PTA 予算の活用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今後の PTA 活動について 

今後もコロナウイルスの状況をみながら、活動していきます。 

常任委員会、実行委員会は人数を減らしての開催や、必要に応じてオンラインでの開催を検討します。 

学校の方針に合わせて PTA も臨機応変に対応していきます。 
 

 

 

 

会員の皆さまには日頃より「おはパト」にご協力いただきまして、本当にありがとうございます。 

学援隊の皆さまを中心とした地域の力もお借りし、より安全を守るためのご助言も多数いただいております。 

朝の忙しい時間帯での活動となっておりますが、子どもたちの命より大切なものはありません。先生方も可能な範囲でご協力

くださっていますので、引き続き、家庭・地域・学校で力を合わせていきましょう！ 
  

［登校時間］：8 時 10 分〜8 時 20 分 

児童の安全や近隣へのご迷惑を考え、“早すぎず、遅すぎず”の登校をお願いいたします。 

※おはパトは「子どもの姿が見えなくなるまで」のご協力をお願いします。 
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おはパト＆登校時間について 

 

非接触型体温計 

学校でのコロナウイルス感染症予防

の対策は続きます。体温計測は日常

になっており、前回の２台に加え、さ

らにもう１台を購入しました。 

 

防災備蓄品への追加 

PTA が管理している防災備蓄品

においても消毒液やマスクを購入

し、災害時の感染症対策にも備え

ます。 

 

テント 

設営が簡単にできるテントの購入を昨年度

より検討し、今年度、資源回収費より 2 張

り購入しました。今年は保護者のみなさまに

お披露目ができず残念ですが、運動会をは

じめ、今後様々な行事に利用していただく

予定です。 

 



 

 

令和２年度の常任委員の皆さまをご紹介します。 

各委員会、正副委員長を中心に和やかな雰囲気の中、活動をしていただいております。今後も委員の皆さまの活動がスムーズに

行えますよう、PTA 活動へのご協力をお願いいたします。 

◎委員長 ○副委員長 （敬称略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンちゃんのお散歩の時間に、子どもたちの見守りにご協力いただける方を募集します。登録してくださった方に

は、ワンちゃんのお名前入りカードをお渡しします。お散歩の時に、リードやバッグにつけたり、ネームカードのように首

から下げてご使用ください。子どもたちに対して、パトロール中の目印となります。ご協力お願いします。 

メールでの登録も随時受け付けております ⇒ hiyominapta@yahoo.co.jp 
 

----------------------------------------------  き り と り  ------------------------------------------------- 

ワンワンパトロールに登録します。 

   年   組 児童氏名                    

ワンちゃんのお名前               

締切り 10/15（木） 担任の先生 ⇒ PTA 役員（棚） 

 

◎多田(3-1)  

○佐々木(2-1) 〇和田(4-4) 

北(2-2)  前田(2-2) 清水(2-4) 

高橋(3-2) 餘目(3-2）渡辺(3-2） 

栗原(3-3) 金成(4-1) 篠田(4-3） 

徳満(4-4) 熊埜御堂(5-1) 藤井(5-3)   

櫻井(5-4) 龍崎(5-4）大坪(6-1） 

門田(6-1) 岡野(6-3) 篠田(6-4) 

担当の先生方 

◎谷口 才田 稲垣 星 古宮 岡田 

 伊藤 岩田 山元 

 

◎藤﨑(6-1) 

○大瀬(5-3) 〇畑(6-1） 

川地(2-1) 岡本(2-2) 小嶋(2-4)  

野路(2-4) 上杉(3-1) 大久保(3-1) 

田中(3-1) 四元(3-2) 柴田(3-4)   

大戸(4-2) 上村(4-2) 松田(4-2) 

水野(4-3) 大島(5-2) 武田(5-3) 

坪田(5-3) 石倉(6-4) 巻口(6-4) 

担当の先生方 

◎工藤美 田口 星野 深堀 五十嵐  

鈴木智 内田 池澤 小林 

 

◎横山〔本町西 1〕  ○平田〔本町東 1〕  ○小野寺〔箕輪 1〕 

〔南日吉 1〕清家 長狹 前田 〔南日吉 2〕伊藤 大塚 藤谷 〔本町西 1〕横山 大島 

〔本町西 2〕小嶋 砂押 古舘 〔本町東 1〕磯目 井上 平田 〔本町東 2〕今井 細野 森 

〔本町東 3〕石橋 渋谷 中村 〔本町東 4〕飯島 石塚 長嶺 

〔箕輪 1〕小野寺 森口 〔箕輪 2〕石谷 楠 〔箕輪 3〕カミングス 杉本 〔綱島〕小畠 鈴木 辻山 武藤 

担当の先生方 

◎松山 神尾 水上 俵口 野元 青木 片岡 工藤正 浅野 久保田 美澤 

 

 

◎鎌田(2-2)  

○堀(3-2) ○伊藤(6-3)  

落合(2-1) 岡本(2-4）斉藤(2-4)  

窪利(3-1) 小泉(3-2) 本橋(3-4) 

山﨑(3-4) 小西(4-1) 東(4-1)  

住吉(4-2) 小竹(4-3）久保木(5-1） 

佐々木(5-1) 山下(5-1) 蓮見(5-2) 

 衣笠(6-2) 小坂(6-2) 小山(6-2） 

担当の先生方 

◎鈴木康 本間 緒方 長井 富山 蘆澤 

 海藤 澤 庄古 

校外指導委員 

事業研修委員 推薦委員 広報委員 

ワンワンパトロール募集 

令和２年度 常任委員の皆さま 

今年度の委員さんのお名前は、こちらの HP での掲載はありません。 

配付しました「PTA だより第 2 号」をご覧ください。 

 


