
ＰＴＡ会員の皆さまへ

先日、子供が梅の花を拾って帰ってきました。変わりいく季節を学校の木々から教えられているように感じます。卒

業・進級と子供たちもそれぞれの思いを馳せながら、年度末を楽しく過ごしているようですね。人間形成で最も大切な小

学生期、心も体も大きく成長していく子供たちを

校外活動に出ると他校

ムな活動が出来ますことは、保護者の皆様の協力的な意識と、多々継続してくださっているボランティア活動のお陰です。

また、協力員活動や委員会活動に多くのお父様方にご助力いただきましたことに感謝申し上げます。ご家族で

動の会話がある素敵なご家庭なんですね。印刷物の桂小のロゴの変化にお気付きでしょうか？以前、不鮮明な桂小ロゴに

困っていることを委員会で話したところ、委員さんのお父様のご尽力により綺麗なロゴデ

HP で使わせていただいております。また、かつらぎ

分からないことや確認したいことがある時には、経験者に聞くのが早い！と何年も前の担当者に電話でお尋ねすること

もしばしばありました。いきなりの電話にも関わらず詳しく当時の状況や経緯をお話ししてくださるばかりか、「いつで

も聞いてくださいね」「頑張ってくださいね」と労いのお言葉をたくさんいただきました。不慣れな点も多々あり、ご迷

惑をおかけしたと思いますが、途絶えることなく保護者の皆

ございました。

 

運営活動も終盤に入りました。引き継ぎも終わり新運営委員候補者の皆さんはすでに始動しておられ、前向きに取り組ま

れる姿によい刺激をいただいております。新旧で新たに接点が持てたり、新運営委員候補者に知り合いがいたり、自分の

輪を広げられることを嬉しく感じているのは私だけではないでしょう。「楽しくスリムにいいコト発見！

ガンのよう

すので宜しくお願いいたします。

●平成２７年度の会計監査候補者が決まりました

６

せていただきます。

２７年度運営委員候補者より２０周年記念事業担当を決めました。２０周年記念事業準備委員会に携わる役員を改めて

ご報告させていただきます。

●次年度委員（学級・プロジェクト）選出、協力員募集のお知らせ

 下記日程で懇談会終了後に行ないますのでご協力お願いいたします。個人カード・協力員募集のお手紙は

（月）配布予定です。

委員に立候補されながら当日欠席の方は、代理人を立てるか運営委員までご連絡願います（

尚、ご連絡がなく欠席の場合は大変申し訳ございませんが立候補辞退とさせていただきます。

ＰＴＡ会員の皆さまへ

先日、子供が梅の花を拾って帰ってきました。変わりいく季節を学校の木々から教えられているように感じます。卒

業・進級と子供たちもそれぞれの思いを馳せながら、年度末を楽しく過ごしているようですね。人間形成で最も大切な小

学生期、心も体も大きく成長していく子供たちを

校外活動に出ると他校

ムな活動が出来ますことは、保護者の皆様の協力的な意識と、多々継続してくださっているボランティア活動のお陰です。

また、協力員活動や委員会活動に多くのお父様方にご助力いただきましたことに感謝申し上げます。ご家族で

動の会話がある素敵なご家庭なんですね。印刷物の桂小のロゴの変化にお気付きでしょうか？以前、不鮮明な桂小ロゴに

困っていることを委員会で話したところ、委員さんのお父様のご尽力により綺麗なロゴデ

で使わせていただいております。また、かつらぎ

分からないことや確認したいことがある時には、経験者に聞くのが早い！と何年も前の担当者に電話でお尋ねすること

もしばしばありました。いきなりの電話にも関わらず詳しく当時の状況や経緯をお話ししてくださるばかりか、「いつで

も聞いてくださいね」「頑張ってくださいね」と労いのお言葉をたくさんいただきました。不慣れな点も多々あり、ご迷

惑をおかけしたと思いますが、途絶えることなく保護者の皆

ございました。 

 前年度代表の感涙の挨拶に始まり、２６年度代表の大爆笑連発の挨拶で締めた和やかな総会から気付けば、今年度の

運営活動も終盤に入りました。引き継ぎも終わり新運営委員候補者の皆さんはすでに始動しておられ、前向きに取り組ま

れる姿によい刺激をいただいております。新旧で新たに接点が持てたり、新運営委員候補者に知り合いがいたり、自分の

輪を広げられることを嬉しく感じているのは私だけではないでしょう。「楽しくスリムにいいコト発見！

ガンのように、Ｈ２６運営メンバーは楽しく活動出来た一年だったと思います。楽しくスリムな総会を目指して頑張りま

すので宜しくお願いいたします。

●平成２７年度の会計監査候補者が決まりました

６-１（３-２）

せていただきます。

２７年度運営委員候補者より２０周年記念事業担当を決めました。２０周年記念事業準備委員会に携わる役員を改めて

ご報告させていただきます。

H25

H27

●次年度委員（学級・プロジェクト）選出、協力員募集のお知らせ

下記日程で懇談会終了後に行ないますのでご協力お願いいたします。個人カード・協力員募集のお手紙は

（月）配布予定です。

委員に立候補されながら当日欠席の方は、代理人を立てるか運営委員までご連絡願います（

尚、ご連絡がなく欠席の場合は大変申し訳ございませんが立候補辞退とさせていただきます。

4

 
ＰＴＡ会員の皆さまへ 

平成

先日、子供が梅の花を拾って帰ってきました。変わりいく季節を学校の木々から教えられているように感じます。卒

業・進級と子供たちもそれぞれの思いを馳せながら、年度末を楽しく過ごしているようですね。人間形成で最も大切な小

学生期、心も体も大きく成長していく子供たちを

校外活動に出ると他校 PTA

ムな活動が出来ますことは、保護者の皆様の協力的な意識と、多々継続してくださっているボランティア活動のお陰です。

また、協力員活動や委員会活動に多くのお父様方にご助力いただきましたことに感謝申し上げます。ご家族で

動の会話がある素敵なご家庭なんですね。印刷物の桂小のロゴの変化にお気付きでしょうか？以前、不鮮明な桂小ロゴに

困っていることを委員会で話したところ、委員さんのお父様のご尽力により綺麗なロゴデ

で使わせていただいております。また、かつらぎ

分からないことや確認したいことがある時には、経験者に聞くのが早い！と何年も前の担当者に電話でお尋ねすること

もしばしばありました。いきなりの電話にも関わらず詳しく当時の状況や経緯をお話ししてくださるばかりか、「いつで

も聞いてくださいね」「頑張ってくださいね」と労いのお言葉をたくさんいただきました。不慣れな点も多々あり、ご迷

惑をおかけしたと思いますが、途絶えることなく保護者の皆

 

前年度代表の感涙の挨拶に始まり、２６年度代表の大爆笑連発の挨拶で締めた和やかな総会から気付けば、今年度の

運営活動も終盤に入りました。引き継ぎも終わり新運営委員候補者の皆さんはすでに始動しておられ、前向きに取り組ま

れる姿によい刺激をいただいております。新旧で新たに接点が持てたり、新運営委員候補者に知り合いがいたり、自分の

輪を広げられることを嬉しく感じているのは私だけではないでしょう。「楽しくスリムにいいコト発見！

に、Ｈ２６運営メンバーは楽しく活動出来た一年だったと思います。楽しくスリムな総会を目指して頑張りま

すので宜しくお願いいたします。

●平成２７年度の会計監査候補者が決まりました

２） １名  

せていただきます。 

２７年度運営委員候補者より２０周年記念事業担当を決めました。２０周年記念事業準備委員会に携わる役員を改めて

ご報告させていただきます。

H25 推進 １名

H27 代表候補

●次年度委員（学級・プロジェクト）選出、協力員募集のお知らせ

下記日程で懇談会終了後に行ないますのでご協力お願いいたします。個人カード・協力員募集のお手紙は

（月）配布予定です。 

委員に立候補されながら当日欠席の方は、代理人を立てるか運営委員までご連絡願います（

尚、ご連絡がなく欠席の場合は大変申し訳ございませんが立候補辞退とさせていただきます。

4 月 14 日（火）・・・１、３、４年

運営委員会だより
平成 26 年度ＰＴＡによる第１０号の運営だよりをお届けします。

先日、子供が梅の花を拾って帰ってきました。変わりいく季節を学校の木々から教えられているように感じます。卒

業・進級と子供たちもそれぞれの思いを馳せながら、年度末を楽しく過ごしているようですね。人間形成で最も大切な小

学生期、心も体も大きく成長していく子供たちを

PTA さんから「桂小

ムな活動が出来ますことは、保護者の皆様の協力的な意識と、多々継続してくださっているボランティア活動のお陰です。

また、協力員活動や委員会活動に多くのお父様方にご助力いただきましたことに感謝申し上げます。ご家族で

動の会話がある素敵なご家庭なんですね。印刷物の桂小のロゴの変化にお気付きでしょうか？以前、不鮮明な桂小ロゴに

困っていることを委員会で話したところ、委員さんのお父様のご尽力により綺麗なロゴデ

で使わせていただいております。また、かつらぎ

分からないことや確認したいことがある時には、経験者に聞くのが早い！と何年も前の担当者に電話でお尋ねすること

もしばしばありました。いきなりの電話にも関わらず詳しく当時の状況や経緯をお話ししてくださるばかりか、「いつで

も聞いてくださいね」「頑張ってくださいね」と労いのお言葉をたくさんいただきました。不慣れな点も多々あり、ご迷

惑をおかけしたと思いますが、途絶えることなく保護者の皆

前年度代表の感涙の挨拶に始まり、２６年度代表の大爆笑連発の挨拶で締めた和やかな総会から気付けば、今年度の

運営活動も終盤に入りました。引き継ぎも終わり新運営委員候補者の皆さんはすでに始動しておられ、前向きに取り組ま

れる姿によい刺激をいただいております。新旧で新たに接点が持てたり、新運営委員候補者に知り合いがいたり、自分の

輪を広げられることを嬉しく感じているのは私だけではないでしょう。「楽しくスリムにいいコト発見！

に、Ｈ２６運営メンバーは楽しく活動出来た一年だったと思います。楽しくスリムな総会を目指して頑張りま

すので宜しくお願いいたします。                                   

●平成２７年度の会計監査候補者が決まりました

  ２-１ １名  

２７年度運営委員候補者より２０周年記念事業担当を決めました。２０周年記念事業準備委員会に携わる役員を改めて

ご報告させていただきます。 

１名   H26

代表候補 １名 H27

●次年度委員（学級・プロジェクト）選出、協力員募集のお知らせ

下記日程で懇談会終了後に行ないますのでご協力お願いいたします。個人カード・協力員募集のお手紙は

委員に立候補されながら当日欠席の方は、代理人を立てるか運営委員までご連絡願います（

尚、ご連絡がなく欠席の場合は大変申し訳ございませんが立候補辞退とさせていただきます。

日（火）・・・１、３、４年

家庭数配布

運営委員会だより
年度ＰＴＡによる第１０号の運営だよりをお届けします。

先日、子供が梅の花を拾って帰ってきました。変わりいく季節を学校の木々から教えられているように感じます。卒

業・進級と子供たちもそれぞれの思いを馳せながら、年度末を楽しく過ごしているようですね。人間形成で最も大切な小

学生期、心も体も大きく成長していく子供たちを PTA

さんから「桂小 PTA は機能的だ！」と嬉しいお言葉をいただくこともありました。スリ

ムな活動が出来ますことは、保護者の皆様の協力的な意識と、多々継続してくださっているボランティア活動のお陰です。

また、協力員活動や委員会活動に多くのお父様方にご助力いただきましたことに感謝申し上げます。ご家族で

動の会話がある素敵なご家庭なんですね。印刷物の桂小のロゴの変化にお気付きでしょうか？以前、不鮮明な桂小ロゴに

困っていることを委員会で話したところ、委員さんのお父様のご尽力により綺麗なロゴデ

で使わせていただいております。また、かつらぎ 38

分からないことや確認したいことがある時には、経験者に聞くのが早い！と何年も前の担当者に電話でお尋ねすること

もしばしばありました。いきなりの電話にも関わらず詳しく当時の状況や経緯をお話ししてくださるばかりか、「いつで

も聞いてくださいね」「頑張ってくださいね」と労いのお言葉をたくさんいただきました。不慣れな点も多々あり、ご迷

惑をおかけしたと思いますが、途絶えることなく保護者の皆

前年度代表の感涙の挨拶に始まり、２６年度代表の大爆笑連発の挨拶で締めた和やかな総会から気付けば、今年度の

運営活動も終盤に入りました。引き継ぎも終わり新運営委員候補者の皆さんはすでに始動しておられ、前向きに取り組ま

れる姿によい刺激をいただいております。新旧で新たに接点が持てたり、新運営委員候補者に知り合いがいたり、自分の

輪を広げられることを嬉しく感じているのは私だけではないでしょう。「楽しくスリムにいいコト発見！

に、Ｈ２６運営メンバーは楽しく活動出来た一年だったと思います。楽しくスリムな総会を目指して頑張りま

                                   

≪役員会より≫

●平成２７年度の会計監査候補者が決まりました 

  ５-２ １名

２７年度運営委員候補者より２０周年記念事業担当を決めました。２０周年記念事業準備委員会に携わる役員を改めて

H26 代表 １名

H27 会計候補

●次年度委員（学級・プロジェクト）選出、協力員募集のお知らせ

下記日程で懇談会終了後に行ないますのでご協力お願いいたします。個人カード・協力員募集のお手紙は

委員に立候補されながら当日欠席の方は、代理人を立てるか運営委員までご連絡願います（

尚、ご連絡がなく欠席の場合は大変申し訳ございませんが立候補辞退とさせていただきます。

日（火）・・・１、３、４年     

家庭数配布

運営委員会だより
年度ＰＴＡによる第１０号の運営だよりをお届けします。

≪代表挨拶≫

先日、子供が梅の花を拾って帰ってきました。変わりいく季節を学校の木々から教えられているように感じます。卒

業・進級と子供たちもそれぞれの思いを馳せながら、年度末を楽しく過ごしているようですね。人間形成で最も大切な小

PTA 活動を通して間近で見ることができましたこと嬉しく思います。

は機能的だ！」と嬉しいお言葉をいただくこともありました。スリ

ムな活動が出来ますことは、保護者の皆様の協力的な意識と、多々継続してくださっているボランティア活動のお陰です。

また、協力員活動や委員会活動に多くのお父様方にご助力いただきましたことに感謝申し上げます。ご家族で

動の会話がある素敵なご家庭なんですね。印刷物の桂小のロゴの変化にお気付きでしょうか？以前、不鮮明な桂小ロゴに

困っていることを委員会で話したところ、委員さんのお父様のご尽力により綺麗なロゴデ

38 号全頁・

分からないことや確認したいことがある時には、経験者に聞くのが早い！と何年も前の担当者に電話でお尋ねすること

もしばしばありました。いきなりの電話にも関わらず詳しく当時の状況や経緯をお話ししてくださるばかりか、「いつで

も聞いてくださいね」「頑張ってくださいね」と労いのお言葉をたくさんいただきました。不慣れな点も多々あり、ご迷

惑をおかけしたと思いますが、途絶えることなく保護者の皆様から温かなご支援・ご協力をいただき、本当にありがとう

前年度代表の感涙の挨拶に始まり、２６年度代表の大爆笑連発の挨拶で締めた和やかな総会から気付けば、今年度の

運営活動も終盤に入りました。引き継ぎも終わり新運営委員候補者の皆さんはすでに始動しておられ、前向きに取り組ま

れる姿によい刺激をいただいております。新旧で新たに接点が持てたり、新運営委員候補者に知り合いがいたり、自分の

輪を広げられることを嬉しく感じているのは私だけではないでしょう。「楽しくスリムにいいコト発見！

に、Ｈ２６運営メンバーは楽しく活動出来た一年だったと思います。楽しくスリムな総会を目指して頑張りま

                                   

≪役員会より≫

１名 を会計監査候補者とし、第２０回

２７年度運営委員候補者より２０周年記念事業担当を決めました。２０周年記念事業準備委員会に携わる役員を改めて

１名   H26

会計候補 １名 

●次年度委員（学級・プロジェクト）選出、協力員募集のお知らせ

下記日程で懇談会終了後に行ないますのでご協力お願いいたします。個人カード・協力員募集のお手紙は

委員に立候補されながら当日欠席の方は、代理人を立てるか運営委員までご連絡願います（

尚、ご連絡がなく欠席の場合は大変申し訳ございませんが立候補辞退とさせていただきます。
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家庭数配布 

運営委員会だより
 
   

年度ＰＴＡによる第１０号の運営だよりをお届けします。

≪代表挨拶≫ 

先日、子供が梅の花を拾って帰ってきました。変わりいく季節を学校の木々から教えられているように感じます。卒

業・進級と子供たちもそれぞれの思いを馳せながら、年度末を楽しく過ごしているようですね。人間形成で最も大切な小

活動を通して間近で見ることができましたこと嬉しく思います。

は機能的だ！」と嬉しいお言葉をいただくこともありました。スリ

ムな活動が出来ますことは、保護者の皆様の協力的な意識と、多々継続してくださっているボランティア活動のお陰です。

また、協力員活動や委員会活動に多くのお父様方にご助力いただきましたことに感謝申し上げます。ご家族で

動の会話がある素敵なご家庭なんですね。印刷物の桂小のロゴの変化にお気付きでしょうか？以前、不鮮明な桂小ロゴに

困っていることを委員会で話したところ、委員さんのお父様のご尽力により綺麗なロゴデ

号全頁・39 号表紙のデザインも賜わり感謝申し上げます。

分からないことや確認したいことがある時には、経験者に聞くのが早い！と何年も前の担当者に電話でお尋ねすること

もしばしばありました。いきなりの電話にも関わらず詳しく当時の状況や経緯をお話ししてくださるばかりか、「いつで

も聞いてくださいね」「頑張ってくださいね」と労いのお言葉をたくさんいただきました。不慣れな点も多々あり、ご迷

様から温かなご支援・ご協力をいただき、本当にありがとう

前年度代表の感涙の挨拶に始まり、２６年度代表の大爆笑連発の挨拶で締めた和やかな総会から気付けば、今年度の

運営活動も終盤に入りました。引き継ぎも終わり新運営委員候補者の皆さんはすでに始動しておられ、前向きに取り組ま

れる姿によい刺激をいただいております。新旧で新たに接点が持てたり、新運営委員候補者に知り合いがいたり、自分の

輪を広げられることを嬉しく感じているのは私だけではないでしょう。「楽しくスリムにいいコト発見！

に、Ｈ２６運営メンバーは楽しく活動出来た一年だったと思います。楽しくスリムな総会を目指して頑張りま

                                   

≪役員会より≫ 

を会計監査候補者とし、第２０回

２７年度運営委員候補者より２０周年記念事業担当を決めました。２０周年記念事業準備委員会に携わる役員を改めて

H26 学級副委員長

●次年度委員（学級・プロジェクト）選出、協力員募集のお知らせ 

下記日程で懇談会終了後に行ないますのでご協力お願いいたします。個人カード・協力員募集のお手紙は

委員に立候補されながら当日欠席の方は、代理人を立てるか運営委員までご連絡願います（

尚、ご連絡がなく欠席の場合は大変申し訳ございませんが立候補辞退とさせていただきます。

4 月 17 日（金）・・・２、５、６年

運営委員会だより
年度ＰＴＡによる第１０号の運営だよりをお届けします。

先日、子供が梅の花を拾って帰ってきました。変わりいく季節を学校の木々から教えられているように感じます。卒

業・進級と子供たちもそれぞれの思いを馳せながら、年度末を楽しく過ごしているようですね。人間形成で最も大切な小

活動を通して間近で見ることができましたこと嬉しく思います。

は機能的だ！」と嬉しいお言葉をいただくこともありました。スリ

ムな活動が出来ますことは、保護者の皆様の協力的な意識と、多々継続してくださっているボランティア活動のお陰です。

また、協力員活動や委員会活動に多くのお父様方にご助力いただきましたことに感謝申し上げます。ご家族で

動の会話がある素敵なご家庭なんですね。印刷物の桂小のロゴの変化にお気付きでしょうか？以前、不鮮明な桂小ロゴに

困っていることを委員会で話したところ、委員さんのお父様のご尽力により綺麗なロゴデータを頂戴し、有り難く印刷や

号表紙のデザインも賜わり感謝申し上げます。

分からないことや確認したいことがある時には、経験者に聞くのが早い！と何年も前の担当者に電話でお尋ねすること

もしばしばありました。いきなりの電話にも関わらず詳しく当時の状況や経緯をお話ししてくださるばかりか、「いつで

も聞いてくださいね」「頑張ってくださいね」と労いのお言葉をたくさんいただきました。不慣れな点も多々あり、ご迷

様から温かなご支援・ご協力をいただき、本当にありがとう

前年度代表の感涙の挨拶に始まり、２６年度代表の大爆笑連発の挨拶で締めた和やかな総会から気付けば、今年度の

運営活動も終盤に入りました。引き継ぎも終わり新運営委員候補者の皆さんはすでに始動しておられ、前向きに取り組ま

れる姿によい刺激をいただいております。新旧で新たに接点が持てたり、新運営委員候補者に知り合いがいたり、自分の

輪を広げられることを嬉しく感じているのは私だけではないでしょう。「楽しくスリムにいいコト発見！

に、Ｈ２６運営メンバーは楽しく活動出来た一年だったと思います。楽しくスリムな総会を目指して頑張りま

                                   

を会計監査候補者とし、第２０回

２７年度運営委員候補者より２０周年記念事業担当を決めました。２０周年記念事業準備委員会に携わる役員を改めて

学級副委員長 １名 

下記日程で懇談会終了後に行ないますのでご協力お願いいたします。個人カード・協力員募集のお手紙は

委員に立候補されながら当日欠席の方は、代理人を立てるか運営委員までご連絡願います（

尚、ご連絡がなく欠席の場合は大変申し訳ございませんが立候補辞退とさせていただきます。

日（金）・・・２、５、６年

平成 2

桂小ＰＴＡ運営委員会

運営委員会だより 
年度ＰＴＡによる第１０号の運営だよりをお届けします。 

先日、子供が梅の花を拾って帰ってきました。変わりいく季節を学校の木々から教えられているように感じます。卒

業・進級と子供たちもそれぞれの思いを馳せながら、年度末を楽しく過ごしているようですね。人間形成で最も大切な小

活動を通して間近で見ることができましたこと嬉しく思います。

は機能的だ！」と嬉しいお言葉をいただくこともありました。スリ

ムな活動が出来ますことは、保護者の皆様の協力的な意識と、多々継続してくださっているボランティア活動のお陰です。

また、協力員活動や委員会活動に多くのお父様方にご助力いただきましたことに感謝申し上げます。ご家族で

動の会話がある素敵なご家庭なんですね。印刷物の桂小のロゴの変化にお気付きでしょうか？以前、不鮮明な桂小ロゴに

ータを頂戴し、有り難く印刷や

号表紙のデザインも賜わり感謝申し上げます。

分からないことや確認したいことがある時には、経験者に聞くのが早い！と何年も前の担当者に電話でお尋ねすること

もしばしばありました。いきなりの電話にも関わらず詳しく当時の状況や経緯をお話ししてくださるばかりか、「いつで

も聞いてくださいね」「頑張ってくださいね」と労いのお言葉をたくさんいただきました。不慣れな点も多々あり、ご迷

様から温かなご支援・ご協力をいただき、本当にありがとう

前年度代表の感涙の挨拶に始まり、２６年度代表の大爆笑連発の挨拶で締めた和やかな総会から気付けば、今年度の

運営活動も終盤に入りました。引き継ぎも終わり新運営委員候補者の皆さんはすでに始動しておられ、前向きに取り組ま

れる姿によい刺激をいただいております。新旧で新たに接点が持てたり、新運営委員候補者に知り合いがいたり、自分の

輪を広げられることを嬉しく感じているのは私だけではないでしょう。「楽しくスリムにいいコト発見！

に、Ｈ２６運営メンバーは楽しく活動出来た一年だったと思います。楽しくスリムな総会を目指して頑張りま

                                   

を会計監査候補者とし、第２０回 PTA 総会第４号議案とさ

２７年度運営委員候補者より２０周年記念事業担当を決めました。２０周年記念事業準備委員会に携わる役員を改めて

 

下記日程で懇談会終了後に行ないますのでご協力お願いいたします。個人カード・協力員募集のお手紙は

委員に立候補されながら当日欠席の方は、代理人を立てるか運営委員までご連絡願います（pta3katsura@gmail.com

尚、ご連絡がなく欠席の場合は大変申し訳ございませんが立候補辞退とさせていただきます。 

日（金）・・・２、５、６年 

2７年３月１７

桂小ＰＴＡ運営委員会

先日、子供が梅の花を拾って帰ってきました。変わりいく季節を学校の木々から教えられているように感じます。卒

業・進級と子供たちもそれぞれの思いを馳せながら、年度末を楽しく過ごしているようですね。人間形成で最も大切な小

活動を通して間近で見ることができましたこと嬉しく思います。

は機能的だ！」と嬉しいお言葉をいただくこともありました。スリ

ムな活動が出来ますことは、保護者の皆様の協力的な意識と、多々継続してくださっているボランティア活動のお陰です。

また、協力員活動や委員会活動に多くのお父様方にご助力いただきましたことに感謝申し上げます。ご家族で PTA

動の会話がある素敵なご家庭なんですね。印刷物の桂小のロゴの変化にお気付きでしょうか？以前、不鮮明な桂小ロゴに

ータを頂戴し、有り難く印刷や

号表紙のデザインも賜わり感謝申し上げます。

分からないことや確認したいことがある時には、経験者に聞くのが早い！と何年も前の担当者に電話でお尋ねすること

もしばしばありました。いきなりの電話にも関わらず詳しく当時の状況や経緯をお話ししてくださるばかりか、「いつで

も聞いてくださいね」「頑張ってくださいね」と労いのお言葉をたくさんいただきました。不慣れな点も多々あり、ご迷

様から温かなご支援・ご協力をいただき、本当にありがとう

前年度代表の感涙の挨拶に始まり、２６年度代表の大爆笑連発の挨拶で締めた和やかな総会から気付けば、今年度の

運営活動も終盤に入りました。引き継ぎも終わり新運営委員候補者の皆さんはすでに始動しておられ、前向きに取り組ま

れる姿によい刺激をいただいております。新旧で新たに接点が持てたり、新運営委員候補者に知り合いがいたり、自分の

輪を広げられることを嬉しく感じているのは私だけではないでしょう。「楽しくスリムにいいコト発見！PTA」のスロー

に、Ｈ２６運営メンバーは楽しく活動出来た一年だったと思います。楽しくスリムな総会を目指して頑張りま

                                   （代表）

総会第４号議案とさ

２７年度運営委員候補者より２０周年記念事業担当を決めました。２０周年記念事業準備委員会に携わる役員を改めて

下記日程で懇談会終了後に行ないますのでご協力お願いいたします。個人カード・協力員募集のお手紙は 3 月 23

pta3katsura@gmail.com

第１０号

１７日 

桂小ＰＴＡ運営委員会 

先日、子供が梅の花を拾って帰ってきました。変わりいく季節を学校の木々から教えられているように感じます。卒

業・進級と子供たちもそれぞれの思いを馳せながら、年度末を楽しく過ごしているようですね。人間形成で最も大切な小

活動を通して間近で見ることができましたこと嬉しく思います。 

は機能的だ！」と嬉しいお言葉をいただくこともありました。スリ

ムな活動が出来ますことは、保護者の皆様の協力的な意識と、多々継続してくださっているボランティア活動のお陰です。 

PTA 活

動の会話がある素敵なご家庭なんですね。印刷物の桂小のロゴの変化にお気付きでしょうか？以前、不鮮明な桂小ロゴに

ータを頂戴し、有り難く印刷や

号表紙のデザインも賜わり感謝申し上げます。 

分からないことや確認したいことがある時には、経験者に聞くのが早い！と何年も前の担当者に電話でお尋ねすること

もしばしばありました。いきなりの電話にも関わらず詳しく当時の状況や経緯をお話ししてくださるばかりか、「いつで

も聞いてくださいね」「頑張ってくださいね」と労いのお言葉をたくさんいただきました。不慣れな点も多々あり、ご迷

様から温かなご支援・ご協力をいただき、本当にありがとう

前年度代表の感涙の挨拶に始まり、２６年度代表の大爆笑連発の挨拶で締めた和やかな総会から気付けば、今年度の

運営活動も終盤に入りました。引き継ぎも終わり新運営委員候補者の皆さんはすでに始動しておられ、前向きに取り組ま

れる姿によい刺激をいただいております。新旧で新たに接点が持てたり、新運営委員候補者に知り合いがいたり、自分の

」のスロー

に、Ｈ２６運営メンバーは楽しく活動出来た一年だったと思います。楽しくスリムな総会を目指して頑張りま

（代表） 

総会第４号議案とさ

２７年度運営委員候補者より２０周年記念事業担当を決めました。２０周年記念事業準備委員会に携わる役員を改めて

23 日

pta3katsura@gmail.com）。

第１０号 



協力員募集は、委任状受付しますので積極的なご対応を重ねてお願いいたします。今まで委任状を出した人は連絡無け

れば関係無しという認識で、欠席者は誰が委員なのか、懇親会の有無さえわからぬままでした。結果をお伝えする手段と

して次年度は、クラス単位で委員・全協力員名を学級委員さんに記入していただき配布することを検討しています。 

●PTA 総会・学援隊総会 

4 月 23 日（木）15:30～図書室にて開催します。ご多用中とは存じますが皆様の参加をお待ちしております。新委

員さん（学級・ブロジェクト・校外）には是非積極的に出席いただきたいと思います。また、欠席の方は必ず委任状の提

出をお願いいたします。 

●卒業記念品贈呈 

PTA より、卒業生に証書ホルダーと胸花を、全児童に紅白饅頭を卒業記念品として贈呈させていただきます。 

ご卒業おめでとうございます。桂小での経験や思い出を糧にさらなる飛躍をお祈りします。    （代表／会計／書記） 

≪校外委員会より≫ 

●校外委員、正副連絡係の引き継ぎを行いました。今年度の委員さん、正副連絡係の皆さま１年間本当にありがとうござ

いました。校外は活動が早く始まります。新委員さん、正副連絡係の皆さまはもう活動されています。どうぞ１年間よろ

しくお願いします。 

●新年度の朝の交差点立ちのボランティアを募集させていただきました。お手を上げてくださった保護者の皆さま本当に

ありがとうございます。よろしくお願いします。 

●新年度から地区別班が変わることもあり班内の顔合わせを推奨します。４月７日８時５分から桂小ピロティを開放して

いただくことになりました。各地区の校外委員さんと正連絡係さんを中心に皆様のご参加、ご協力をよろしくお願いしま

す。                                        （校外委員長／副委員長） 

   

≪プロジェクト委員会より≫ 

● かつらぎ第３９号「桂っ子を支える皆様ありがとう号」を発行致しました。学校の先生方、地域の方々、そして保護

者の皆様の温かいご協力に支えられていることを紙面からお伝え出来たかと思います。（プロジェクト委員長／副委員長） 

 

『楽しくスリムに～いいコト発見！ＰＴＡ』 【ＰＡＲＴ１０】 
 

こんにちは。 窓の外は、暖かそうな春の日差し。春になったわ～…。でも花粉もすごそうだわ～…。というこの季節。 

さて、そんな３月。とうとう最後のコラムとなりました…。皆様、１年間読んでいただきありがとうございました。    

私のような、ポイ！っとやってしまう方達にも目に留ったら嬉しいな。と自分は読まなかったくせに、ずうずうしくも

そんな事を思い、書き始めたコラムでした。『運営だより』って結構ＰＴＡの大切な動きがわかったり、お知らせがあっ

たりと、活動している委員さん達のことを思うと、是非、目を通して頂きたい発行物でした。これからは私もずーっと読

むようにします！ 

そして、1 年間運営委員をして一番感じたのは、周りの方々が協力して下さっていること。そうそう…！先日はおやじ

の会の方が御好意で、ＰＴＡパソコンの数年やっていないメンテナンスをして下さいました。５時間以上かかったそうで

す(^_ ;̂)そして、ウイルスソフトもインストールして下さいました。時間を使って頂き、御迷惑をかけてしまいましたが、

また一つ気になっていた事がスッキリしました。 

おやじの会の方達は、毎回子どもたちを喜ばせるイベントを企画して下さっていますが、その他にも来年度からは運動

会の外周パトロールの協力もして頂けることになっています。ありがたいですね…(^^) 

本当に周囲の方達のあたたかさに触れ、最後まで感謝感謝の 1 年でした。 

 『楽しくスリムに～いいコト発見！ＰＴＡ』 みなさま、本当にありがとうござました。 

 運営委員一同、心から感謝しています。 

そして、２７年度の運営委員さん、どうぞよろしくお願い致します！ (^o^)／＼( .̂̂ ) 

ありがとうございました。                      （代表） 

【編集後記】 

１年間、あっという間でした。そして、PTA 活動を通して、今まで見えなかった学校の一部を見る事ができ、貴重な

体験をさせて頂きました。PTA 役員の皆様、大変お世話になりました。そして、心より感謝しています。ありがとうご

ざいました。そして、お疲れ様でした！！ 


