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＠つなしまサマーフェスティバル
平成 30 年度『子ども 110 番の家』音楽演奏会が、７月 7 日（土）イトーヨカードー綱島店前パデュ

中央広場にて開催されました。「大脱走のマーチ」・「Under the Sea [ リトル・マーメイド ]  」を堂々

と演奏し、たくさんの観客を前に素晴らしい音色を響かせてくれました。

　5 月 13 日（日）、雨が心配される中「第 7

回ふれあいウォーキング」が開催されました。

朝 8 時 30 分に集合し、校長先生・PTA 会長・

親児の会・子供たちで、一緒に綱島東小学校か

ら横浜駅まで約 10Km の道のりを 3 時間かけ

て歩きました。

　いつもは電車から見ている風景を、綱島から

東横線づたいに途中商店街で寄り道をしながら

楽しんで歩きました。来年はどういうルートか

な？お楽しみに！

４月 11 日から 20 日の 8 日間、1 年生の給食サポートを行い

ました。１年生も保護者の方も楽しくドキドキの給食。

「学校での普段の様子が見れて楽しかった」というお声をた

くさんいただきました。
毎年好評をいただいている秋のイベント

今年はなんと 10 周年記念イヤー！
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11月11日(日 )11月11日(日 )
詳細は追って

お知らせいたします！

給食サポートをしました

親児の会主催 ウォーキング大会

イーストフェスティバル
今年も開催します♪
今年も開催します♪

水鉄砲を作ってバトルしよう。乞うご期待！

8月 19日（日）

水鉄砲大会＠校庭やります！告知

配膳後は
子どもたちと一緒に
いたただきまーす！
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登下校の

見守り&パトロール

みんなで参加しよう！

・地域や近隣校との意見交換

・学校イベント全般のお手伝い

・PTA だよりの発行

（ 4 月・２月は総会準備や校外の交流、

  10 月はイーストフェスティバルの準備 ）

一番忙しい時期は？

どんな活動をしているの？

4・10・2月

・ベルマークの収集と整理

・茶話会 ( クラス親睦会 ) 企画と開催

・各行事のお手伝いの手配

・卒業記念品の選出や手配 (６年）

（ 10 月・2 月は毎月仕分けしたベルマーク

　　　　　を財団に提出する作業があるため）

一番忙しい時期は？

どんな活動をしているの？

10・２月

・PTA 本部役員の選出

・子ども 110 番の家の管理

・自転車パトロールプレートの管理

（ 本部役員選出がメイン！

   　　秋に推薦活動が始まります！ ）
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一番忙しい時期は？

10～ 12月

どんな活動をしているの？

親和会盆踊り 

日付：７月２１日（土）、２２日（日）

場所：親和こどもひろば

第５０回 綱島子どもすもう大会

日付：７月２8 日（土）、２９日（日）

場所：綱島小学校校庭

第１１回 わんぱくお化け大会

日付：８月１８日（土）

場所：綱島地区センターなど

申込：往復ハガキで綱島地区センターへ

親友会盆踊り 　　　　　　　 

日付：８月２４日（金）、２５日（土） 

場所：綱島東３丁目公園

綱島諏訪神社例大祭

日付：８月２５日（土）、２６日（日）  

場所：綱島諏訪神社

・講習会の企画と開催

・給食の白衣修繕

・保健行事協力

・給食試食会の開催

（ ４・５月は引継後すぐの作業が多い

各委員会と同じく月に１度の定例会もあり）

一番忙しい時期は？

４・５月

どんな活動をしているの？

・学校広報誌の作成と発行（年３回）

・イベントの撮影

・イベントの取材

一番忙しい時期は？

５・１月

どんな活動をしているの？

・登校班管理

・交通安全教室お手伝い

・スクールゾーン協議会企画と開催

・防犯行事の参加

（ 引き継ぎ後すぐに班の見直しと

　　　　１年生の受け入れを考えるので ）
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※ 忙しい時期について、多少の個人差があります。目安としてお受け取り下さい。

今年は
味噌づくり！
(10月 11日 )

PTA本部 学年委員会 推薦委員会

成人保健委員会 広報委員会 校外委員会

9 月の授業参観前に本部・委員会説明会を開催します。

詳しくは夏休み明けにお知らせします。

子どもに対する正確な防犯情報をメールで受け取れます。

神奈川県警「ピーガルくん子ども安全メール」

神奈川県警　子ども安全メール

お知らせ① お知らせ②

本部・委員長さんに聞いてみました！
知っているようで知らない委員会活動。来年度の活動のご参考にしてみてくださいね。知っているようで知らない委員会活動。来年度の活動のご参考にしてみてくださいね。

綱島
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だより

PTA だより / 平成 30 年 7 月号


