ＰＴＡだより

令 和 ３ 年

３

月 １９ 日

横 浜 市 立 田 奈 小 学 校
ＰＴＡ会長

井 上 古 都 恵

学

酒 井 浩 明

校

長

寒さ暑さも彼岸までと申しますが、明日は、春分。春らしい日が続いています。会員の皆様におかれましては、
ご健勝にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。また、日頃より PTA 活動にご理解とご協力いただき、ありが
とうございます。
一年前、緊急事態宣言が発出され、一斉休校となりました。そして、私たちの生活様式も一変しました。子ども
たちは「学校へ行く」「友達に会う」「外で遊ぶ」当たり前にできていたことが、できなくなってしまうというこ
とを経験しました。しかし、田奈小学校では、先生方のおかげで、形は変わっても、全てができないのではなく、
制限がある中でも、できることを考えて活動させてもらうことができました。PTA 活動においても、このコロナ禍
という状況下で、できることを行って参りました。
また、地域のお世話になっている方々に、子どもたちの様子を見ていただく機会も設け、皆様から、子どもたち
の成長ぶりについて、お褒めの言葉を頂戴しました。そして、子どもたちは、地域の方々に見守られて成長してい
ること、田奈小学校は、まさに、地域に根付いた学校であることを実感しました。
1873 年の学校創設時より地域住民の方々のご寄付やご好意で、運営されていることも多々あります。この環境
を生かし、もっともっと、子どもたちや保護者の皆様と地域の方々との交流が深まって欲しいと思います。そのた
めにも、まずは、『あいさつ』から始めてみるのはいかがでしょうか？「おはようございます」「こんにちは」そ
れだけです。挨拶をされて嫌な人はいませんし、とても気持ちのよいことだと田奈小の子どもたちは、あいさつ運
動を通じて知っています。
そして、今年度より「たなサポスタンプ」を導入し、多くの方に、行事へのご参加いただけたこと、とてもうれ
しく思っています。田奈小学校は、子どもたちの仲が良いと他校の方に言われたことがあります。保護者の方もぜ
ひ、スタンプを集めながら、お互いの繋がりを深めていっていただければうれしいです。
今年度、79 名の卒業生が、田奈小学校を巣立ちます。田奈のまちを大好きだと言ってくれる 6 年生。それぞれ
の想いを胸に、「創造」新しく作り出す未来へ羽音高らかに、翔んでほしいと願っています。
一年間、ありがとうございました。
ＰＴＡ会長 井上 古都恵

各委員会から
学年学級委員会
本年度の学年学級委員会は、２度の校内清掃ボランティア、後期に田奈っ子菜園整備、年間を通しては
ベルマーク作業を中心に活動しました。コロナ禍にありながらも、毎回たくさんのサポーターの皆様にご
参加いただけたことは、保護者間の交流や学校の様子を理解していただく上でも有意義な活動であったと
思います。
また、自宅作業ではありますが、６０名近くのサポーターさんたちのお力で、本年度分として集計した
ベルマークは、約 25,000 円にもなりました。購入品につきましては、次年度にご報告させていただきま
す。
学年学級委員会のすべての活動は「田奈小学校の子どもたちのために」という皆様の温かなお気持ちと
行動力に支えられています。田奈小学校 PTA が掲げる「できる時にできることを」の精神とともに、ボ
ランティアの輪が広がっていくよう、今後とも皆様のご理解とご協力をどうぞ宜しくお願いいたします。
一年間、それぞれの活動でお力をお貸しくださいました皆様、誠にありがとうございました。
委員長

5－1 久保田 理恵

副委員長 5－2 三井 裕子

企画厚生委員会
本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により企画をしていた講習会・講演会共に直前に中止せざ
る得ない状況となってしまいました。参加のお申し込みをされた方には、申し訳ありませんでした。
緊急事態宣言が発令されるなど社会情勢が一変となり、当たり前に行っていたことですら難しい状況と
なった昨今ですが、今後も企画厚生委員会として模索しながらイベントが開催できるように企画を進めて
いきます。今年度に企画していたフラワーアレンジメントや元プロスポーツ選手の講演につきましては次
年度に引継ぎ、皆様に楽しんでいただける企画を提案していけたらと考えておりますので、今後とも PTA
活動にご協力よろしくお願いいたします。
一年間、企画厚生委員会の活動にご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございました。
委員長

1－2 松田 寛樹

副委員長 4－2 河本 千春

役員推薦委員会
役員推薦委員会にご協力くださいました PTA 会員の皆様、また、このような状況下の中、次期役員をお
引き受けくださいました新役員の皆様に、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
子どもたちの学校生活をより良いものにする為に、役員やサポーター活動に興味をもっていただき、ご協
力をくださいますよう、よろしくお願いいたします。
委員長

3－2 小松 あいか

広報委員会
今年度は広報誌『たな』153 号 154 号を発行させていただきました。
例年 3 回広報誌を発行させていただいておりましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響に
より 2 回の発行となりました。コロナ禍での活動ではありましたが、広報委員は、例年と変わりない活
動内容でした。学校行事縮小の影響により広報誌の材料が少なかった為、割付方法や誌面の大きさ等を工
夫して作り上げることができました。委員の皆様にはお忙しい中、協力し合って活動していただきとても
感謝しております。ありがとうございました。
広報誌作成に携わっていただいた多くの皆様、ご協力いただきまして感謝申し上げます。今後も広報委
員の活動に変わらぬご理解、ご協力をお願い申し上げます。一年間ありがとうございました。

委員長

1－2 塚越 智子

副委員長 1－3 大桃 綾子

地区校外委員会
PTA 会員の皆様、本年度も「旗当番」「朝の付き添い当番」「たなっこパトロール」等に、ご理解と
ご協力いただきましたこと、心よりお礼申し上げます。
登下校時のお忙しい時間帯にも関わらず、保護者の皆様にたくさんのご協力をいただいている子どもた
ちへの温かい見守りは、子どもたちや先生方との良いコミュニケーションの場となり、登下校時の安心へ
と繋がる意味ある活動だと思います。また、ご協力いただいている中で、各ご家庭の事情もあるかと思い
ます。保護者の皆様にはより参加していただきやすい方法を模索しておりますので、今後も学校や保護者
の皆様との連携を深め、子どもたちの登下校をサポートし、子どもたちの安全を守る活動を続けて参りた
いと思っております。
そして、日々、多くの地域の方々によって子どもたちが守られていることを忘れずに過ごしていただけ
たらと思います。
一年間、ありがとうございました。
A ブロック長(東村・馬場・大谷戸・西谷戸)

5－2
絵里香
5－2 佐々木
佐々木絵里香

B ブロック長(内田・中恩田・堀之内・杉山・福昌寺)

6－1
6－1 外山
外山 悦子
悦子

C ブロック長(熊の谷・堀の内公園)

6－1
6－1 佐藤
佐藤 奈沙
奈沙

D ブロック長(井戸久保・西が谷公園)

5－3
5－3 安東
安東 裕子
裕子

運営委員会からの報告
運営委員会では、月に一度、校長先生・副校長先生・各委員会の正副委員長・地区校外ブロッ
ク長・本部役員が集り、活動の報告や今後の予定、懸案事項について話し合いをします。今年度
はコロナ禍ではありましたが、短い時間で、有意義な話し合いを行うことができました。
参加された各委員の方々より、この一年を振り返っての感想をいただきましたので、一部紹介
させていただきます。

・PTA に対してネガティブなイメージをもっていたましたが、実際に参加してみて、PTA の役
割、活動がわかったこと、知り合いが増えたことがよかったです。来年度以降も子どもたちが
楽しい学校生活を送ることができるようにサポートしていきたいと思います。
・コロナ禍で企画委員会としての催しができなかったことは残念でしたが、今後も自分が催しに
参加することや経験者としてサポートすることを続けたいと思います。
・実際の活動を通して、もっとたくさんの方々に活動に参加していただきたいと思いました。そ
うすることによって、経験者が増え、委員会活動がスムーズに行えるのではないかと思いまし
た。
・今まで、PTA に携わることを避けてきていましたが、実際に活動することによって子どもた
ちの学校生活について考える良い機会になりました。
・PTA の委員会活動は、最初、子ども一人につき１ポイントの義務感でやっていましたが、や
ってみると横のつながりができて、とても良かったです。
・ネガティブなイメージのあった PTA でしたが、PTA があることによって学校がスムーズに
動くこと、また、各委員会の動きも知ることができ視野が広がったことが良かったです。

PTA に対して、ネガティブなイメージをもっていた方が多かったのですが「まずは、経験し
てみないと」というお気持ちで、委員を引き受けてくださり、結果的に、マイナスイメージは払
拭され「委員を経験してよかった」「知り合いが増えた」「これからも、協力したい」とありが
たいお言葉をいただきました。
PTA は、大変だから嫌な組織ではありません。PTA は、子どもたちがよりよい学校生活を送
るために、保護者と教職員が協力して活動する組織です。全ては、田奈小の子どもたちのためで
す。来年度以降も、どうぞ田奈小の子どもたちのために、一人でも多くの方に、ボランティア活
動や PTA 主催イベントに参加していただき、盛り立てていけたらと思います。
PTA 副会長

佐々木 美穂

トランペット鼓笛隊発表会

3 月 2 日（火）に行われる予定だったトランペット鼓笛隊の発表会は、雨予報のため順延になり、３月 3 日（水）
に行われました。
今年は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、例年の体育館ではなく、少し風が吹いていましたが、晴天の
下、校庭にて行われました。
披露した曲は「ラデツキー行進曲」「ルパン三世」「翼をください」の 3 曲でした。
コロナ禍により、発表の場であるイベントは中止になり、トランペット鼓笛隊参加者も減り、練習日程も少なく、
5･6 年生 23 名での演奏でした。そんな中でも、子どもたちは、元気よく、練習の成果を全校児童の前で堂々と演
奏し、とても心に残る感動的な素晴らしい発表会だったと思います。
演奏後には、6 年生が井上太市先生に感謝のお手紙、花束の贈呈が行われました。
晴れ晴れとした子どもたちの顔がとても印象的で、やり遂げた誇らしさを感じました。
6 年生は卒業しますが、5 年生、4 年生、そして、入部予定の皆さん、これからもぜひ頑張ってほしいと思いま
す。
また、30 年間トランペット鼓笛隊のご指導をされてきた井上太市先生が、横浜市教育委員会から表彰されました。
おめでとうございます。太市先生の長い間のご指導、また諸先生方、保護者の皆様、そして地域の方々の温かいご
支援があるからこその活動だと思います。田奈小学校の良き伝統であるトランペット鼓笛隊が、これからも継続さ
れていきますよう願っています。
素敵な演奏をありがとうございました。
PTA 副会長

生田 たまき

横浜市 PTA 連絡協議会
常置委員会広報委員の方より
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、活動の制限がある中、作成を進めていくかたちと
なりました。
広報委員会では『PTA よこはま』を発行しております。本年度、青葉区は学校紹介記事を任さ
れました。本来なら学校へ出向き取材をするのですが、対面でお話することが出来ずに、学校紹介
文を作成していただき、担当 4 名で校閲する形になりました。より分かりやすく伝わるようにと、
意見を交換しながら作り上げ、とても有意義な時間を過ごさせていただきました。
横浜市の各区の方々との交流で、短い時間や、制約があったものの、学校との連携やＰＴＡ独自
の活動、各学校の特徴なども知ることができ、また、各々が子どもたちの為に真剣にＰＴＡ活動に
携わっているということが分かり、大変良い経験ができたと思います。
５－２ ３－１ 金澤 道代

お知らせ
＜卒業・進級お祝いについて＞
今年度も現在の状況を踏まえ、紅白まんじゅうではなく、6 年生はシャープペンシル、1 年生から５年
生は鉛筆・赤鉛筆・下敷きにしました。

＜ご意見ご質問シートについて＞
これまで PTA だよりと一緒に配付しておりました『ご意見ご質問シート』ですが、今後は田奈小学校
ホームページよりダウンロードし、ご活用いただきたいと思います。
皆様のご意見、ご質問お待ちしております。

※PTA だよりはこちらからも閲覧できます。
（パスワードが必要です）
田奈小学校ホーム、トップページ左側
QR コード

または

一番下の『PTA の活動』よりお入りください

P 今後の予定
＜3 月＞
２３日（火）第７４回卒業証書授与式
２４日（水）校内大掃除
２６日（金）修了式、離退任式
＜4 月＞
7 日（水）入学式 始業式
２３日（金）合同委員会
３０日（金）学校説明会 PTA 総会

一年間 PTA 活動にご理解ご協力をいただき
ありがとうございました。
来年度もどうぞよろしくお願いします。
PTA 役員一同

