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前日の雨も早朝に上がり、10月29日（土）無事に運動会が開催されました。近隣のみなさまには練習段階から
たくさんのご迷惑をお掛けしたことと思います。ご理解とご協力、誠にありがとうございました。

9/2 クリーン鴨居小 9/15 図書整理

10/27 落ち葉銀杏拾い 10/29 運動会片付け

子どもたちと一緒に学校をきれいにしました！！ 新刊図書の受け入れ作業をしました。

運動会に向けて
校内の清掃を
しました。

今年はゴミが少なく
助かりました。
ご協力ありがとう
ございました。

樋口先生も

手伝って

くれました！

助っ人隊へのご協力ありがとうございました



「そんなこと言われても、子どもが学校に入ったら自動的に PTA 会員になって急に PTA 活動だなんて言われても困る！」という声
もあるかもしれません。けれども、義務教育がある国に住んでいる以上、子どもは必ず学校に通わなければなりません。子どもを
学校に預ける訳ですから当然、親と学校、親同士、の繋がりが必要になってくる訳です。
  同じ子育て世代の家庭しか住めないマンションが２つあったとしましょう。１つ目のマンションの住人達は集まりによく参加し
ます。周りの人と知り合う機会によく参加するので、どんな住人が住んでいるのかお互いに良く分かります。みんなが知り合いに
なるのでよく声を掛け合います。住人同士がよく声を掛け合うので、マンション全体はとても明るい雰囲気です。それが防犯にも
綱がって、事件がほとんどありません。２つ目のマンションの住人達は集まりにほとんど参加しません。周りの人と知り合う機会
に参加しないので、どんな住人が住んでいるのかお互いに良く分かりません。みんな知らないので全然挨拶をしません。挨拶をし
合わないので、マンション全体はとても暗い雰囲気です。知らないよその人が歩いていても住人達は全然気が付きません。みなさ
んはどちらのマンションで子育てをしたいでしょうか。また、子ども達はどちらに住みたいと思うでしょうか。

集まりに参加するには努力が求められますが、親の努力次第で学校や地域の雰囲気までをも変えることができるのです。
その為の、PTA 活動なのです。

では、鴨居小 PTA は子ども達の為にどういう活動をしているのでしょうか。

  なんで PTA 活動ってあるんだろう。どうして参加しなければいけないんだろう。ただ子どもを学校に通わせてれば良いんじゃ
ないの？
  色々疑問に思いながらも、「子ども一人につき一回はやらなきゃいけないらしいし、やっていないと肩身が狭いからとりあえず
人数分やっておけばいいよね」と義務感で行なっている人が多いのではないでしょうか。
  子どもを学校に通わせる上で私達親に付きまとうこの「PTA 活動」について、役員をやっている人もやっていない人も、この機
会によく考えてみるのはいかがでしょうか？

 〜 PTA 活動の実態・現状・これから〜 
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どうして PTA って
あるんでしょうか ?

誰がやらなければ
いけないんでしょうか ?

PTA って
何でしょうか ?

＜ PTA とは＞
PTA とは、学校に通う子どもの保護
者（親）（Parent）と教職員（Teacher）
からなる団体（Association）です。
それぞれ英語の頭文字を取って、
PTA と言います。

＜ PTA 会員とは＞
会の事務局を置く学校に児童生徒を
通学させる保護者（親）と教職員が
会員です。児童生徒は会員ではなく、
PTA 活動の支援対象です。

＜ PTA の理念と目的＞
保護者と教職員が学びあうことで教
養を高め、その成果を家庭・学校・
地域に還元すること。児童生徒の健
全な発達に寄与すること。

会員である学校に通っている子どもの親 ( 保護者 ) 全員が、
子ども達の健全な発達の為に行なう活動なのです。とは ･･･
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そして、この活動の維持をさらに難しくしているのは、子ども
の減少に伴った世帯の減少、会費収入の減少です。
8 年前と比べると財源が半分近くになっています。それだけ世
帯会員つまり、PTA 活動に参加できる人数も減っているという
ことです。
その為、こんな不都合が出てきています。

運営委員会…PTA活動の基となる委員会です。PTA会長、副会長、会計、書記、各委員会の委員長、
副委員長、校長、教頭、担当教諭が参加します。PTA 活動が円滑に行われるように、各委員
会活動の連絡調整を行います。PTA 会員の意向を取り入れながら PTA 活動の運営方法を考え、
議案を検討します。
学級委員会…同じクラス、学年の保護者と担任が協力し合い、相互理解を深めながらより良い
学級になるための活動をします。
広報委員会…PTA 会員と地域社会に向けて広報活動をします。広報誌を作成し、会員や地域のみな
さまに PTA 活動をお知らせします。
保健成人委員会…子どもたちの保健・厚生の推進と学校保健や給食への理解と協力、PTA 会員の教
育となる活動をします。
ベルマーク委員会…ベルマークを収集整理し、子どもたちが学校で使用する備品等を購入します。
校外委員会…地域で子どもたちを見守っていく為に地域の方々との交流を深め、協力を求める活動
をします。
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 平成 20 年度からの会費収入推移 

鴨居小 PTA の活動 
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各委員長、副委員長を引き受けてくださる
人が少なく、決めるのが余計大変になっ

ている。PTA 助っ人隊の人数が足りない。せっかく委員を引き受
けてくれても、予算が足りない為に委員を引き受けて良かったと思
えるようなやりがいのある企画や、PTA 会員が参加したくなるよ
うな企画を立てることができない。

予算が少ない為に学年集会が毎年同じよ
うなものになってしまっている。予算が

あれば、もっと保護者が参加したくなるような楽しい企画を考え
ることができる。

「広報は大変」というイメージで、ただで
さえ引き受けてくれる人が少ないのに、パ

ソコンで記事を作る為、パソコンができる人に負担が集中してし
まっている。予算がもう少しあれば、編集作業を業者に頼むことも
でき、パソコンができなくても気軽に広報活動に参加することがで
きる。予算が足りない為にせっかく良い写真や記事が出来ても、全
ての広報誌をカラー印刷にすることができない。

ベルマーク便りで近況をお伝えしたいの
に、年間 5000 円の予算では難しい。世

帯減少の為か、委員を引き受けてくださっても家庭の事情などで
実際に出席できない人がいて困っている。

世帯減少の為、地域で極端に世帯数が
減ってしまっている箇所がある。

年間 15 回ある地域の朝の旗振り当番は、1 世帯 1 年に 1 度が本
当だけれども、それでは回らなくなってきている。世帯減少の為、

地域でいつも同じ人が委員を引き受けざるをえな
い状況である。

予算が足りない為に、多くの会員が参加し
たくなるようなイベントを企画できない。

毎年同じ「給食試食会」と「お料理教室」を開催している。

子どもたちの為に
かなりたくさんの
活動をしています。

今、これからのPTA活動をみんなで考えていかなければならない状況
になっています。
会員全員で作る私たちの PTA 活動です。ぜひとも会員みなさまの
PTA活動へのご参加、ご協力を心よりお願い申し上げます。

＊
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リピーター続出！ 広 報

上位目指して頑張ろう！ 保 健
成 人

校外

今年も絶叫が響きました。
ベ ル
マーク

みなさんこんにちは。鴨居小PTAニュースです。

今号の特集は「かもいっ子広場」です。

11月12日（土）に行われた、かもいっ子広場の
各委員会の様子をお届けしたいと思います。

只今仕込み中★

いらっしゃいませ～仕込みや準備で慌ただしく
１日が始まりました。
販売開始から人の
流れが絶えることな
く賑やかな売り場
でした。

天候の違いにより昨年とは実施場所が異なったり、借りられる部屋数が変更に
なり準備に苦戦しましたが、今年は新たな試みとして地元和菓子店山口屋さん
の協力を得て「鴨居小まんじゅう」を販売しました。
事前告知も功を奏して、
開始15分で完売しました。

何センチ跳んだかな？

看板をリニューアルしました！
小学生も幼稚園のお友だちも、高
得点目指して何度も挑戦する子が
続出しました。かもいっ子広場の

最後には表彰式も
あり、とても盛り
上がりました。

リサイクル本コーナー

当 日 券 販 売

設営を手伝う会長

今年も大行列！前日からPTA会長も設営に加わり準備を進め
ました。当日は10時半のピークから行列が
絶えることなく、今年も大人気のおばけ屋
敷でした。先生方の協力にも感謝です！！

飲食コーナー

大好評！運動会の写真展示

今年はあそび場のコーナー内に、運動会の写真ギャラリー
を設けました。躍動感あふれる写真がずらりと並び、
皆さんにとても喜んで
いただけました。ボーリング
コーナーにも沢山の方が遊び
に来てくれました。

ナイスキャッチ！

ペットボトルボーリング

鴨居小まんじゅう15分で完売！！

ストラーイク！

ボリューム満点おでん学 級

あ～こわかったー！

その他の催しの様子

学 童 野 菜 販 売
お は な し 会

体力測定表彰式フリーマーケット

駄菓子販売



部員数：２８名

受賞歴：県大会出場

初心者でもできる運動

なので、ぜひ入部してね！

待っています！
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11月17日（木）小原台小と合同の鴨居中学校部活動体験に行ってきました！ 全14種の部活動に
ついての情報と先輩たちからのメッセージを集めましたので、部活選びの参考にしてみてください！

バトミントン部
部員数：１１名

受賞歴：県大会出場

とにかく楽しく元気

いっぱいです！

ぜひ入部してください！

バレーボール部

部員数：１９名
受賞歴：市大会ベスト８
とてもいい雰囲気の中で、
毎日サッカーができます。
サッカーを通して友情を
深め、共に成長していきま
しょう。絶対に負けられ
ない戦いがここにある!!

部員数：３４名

受賞歴：新人戦優勝

先生がカッコよくて
テニスがうまいので
やる気次第で強く
なれます！！

バスケットボール
部員数：１８名

受賞歴：市大会５位

男女仲が良く挨拶を
大切にする部です。
新入生の入部をとても
楽しみにしています！

部員数：１５名

生活態度が規則正しくな

り、成長できます！野球

を中学校に入ってから始

める人も多いので初心者

も大歓迎です！

陸 上部
部員数：３０名

受賞歴：市大会優勝(1500m)

日々の部活で
体を動かすのは

気持ちがいいですよ。
入部待っています！

ソフトボール部
部員数：６名

受賞歴：県大会出場

協力する大切さが
身に付きます。
楽しいのでぜひ
入ってください。

部員数：3７名

受賞歴：県大会金賞

楽器経験がなくても
楽譜が読めなくても

大丈夫！優しく教えます
のでぜひ入部してね。

科 学 部
部員数：１７名

受賞歴：関東大会出場

かけがえのない仲間と一
緒にロボット作りができ
ますよ。勉強好きで根気
のある人はぜひ！！

部員数：７名

お裁縫をしたりお料理を
作ったり、将来役に立つ
経験ができますよ。
一緒に女子力アップ
しませんか？

美 術 部
部員数：２２名

受賞歴：絵画展受賞等

授業ではやらないことや

体育祭のパネル作りなどを

通じて技術が高められて

達成感がありますよ。

部員数：１１名

受賞歴：県大会出場

楽しくてコーチが良いの
ですぐ上手になります。
女子部員も大募集です!!

部員数：1６名

受賞歴：県大会出場

夏場は県大会を目標に
ひたすら泳ぎ、冬場は
走り・なわとびなどの
「陸トレ」をしてい

ます。とても楽しいので、泳ぐの
が苦手でもぜひ入部してください。鴨居中学・部活動体験

家 庭 科 部

サッカー部

水 泳 部卓 球 部

吹 奏 楽 部

野 球 部

ソフトテニス部
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ブックヘルパー大募集中です！
お気軽に中休みに図書室までお越しください！

今回はサツマイモ掘りです。作業にも参加させて
いただきました！11/15(火)前日の雨が心配でした
が、すっかり上がり芋掘り日和です。

５月に、給食調理場の裏手に植え
た、計７０株の苗から、なんと！！
４８キロものサツマイモが収穫
できました～！！
小松さんによると、「土の質が良質になってきており、手ごたえは確信できていた！」とのこと。

予想通り、美味しそうな、そしてBIGなおいもさんが現れました！！

そして、なんと今回！校長先生の粋な計らいにより、11/24(木）の給食に、収
穫したサツマイモをご飯に炊き込んでいただけました！グリーンライフの方々も子
どもたちと一緒に各教室で召し上がっていただける事になり、収穫の思い出もまた
ひとしおではないでしょうか。子どもたちもまたグリーンライフの方々との給食が
楽しかったらしく帰宅するや否や「今日の給食ね～グリーンライフの人と一緒にお

芋ご飯食べたよ～！」と報告をしてくれました。
グリーンライフそして給食調理のみなさんありがとうございました！！
来年も、いいお芋を期待しています！！

①「ふしぎなキャンディーやさん」
作・絵：みやにし たつや

ぶたくんが森の中で出会ったふ
しぎなキャンディーやさん。
力持ちになったり、からだが

透明になったり、そこでオオカミ
に変身できるキャンディーを買い、イタズラでオオカ
ミに変身してブタの仲間たちを驚かせてやろうとする
が、本物のオオカミに出会ってしまい大ピンチ！！

単純明快な内容で、素直にハラハラドキドキしなが
ら読めます。読み聞かせをすると子どもたちは次の
展開が気になるのか集中して聞いています。気軽に
読めるのでぜひ読んであげてください！

嵐の夜、ヤギのメイとオオカミのカブはまっくらな
小屋で出会う。ヤギは相手をヤギ、オオカミは相手を
オオカミだと思い込んだまま会話し、やがて不思議な
友情が芽生える．．．。

②「あらしのよるに」シリーズ
作：きむら ゆういち 絵：あべ 弘士

シリーズもので、読み進めていくと物語がどんどん
展開していき引き込まれてしまいます。低学年から
高学年、大人にも楽しめるシリーズです！

「冬休みにイチオシの本」をご紹介します。寒い夜に親子で心温まる

読書時間を過ごしてはいかがですか？

＜今後のグリーンライフの活動は12月20日(火)・1月17日(火)9：00～です＞
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１０月６日(木)給食試食会（保健成人）

学校栄養士の納谷先生による「学校給食の歴史」や
「鴨居小給食のこだわりの作り方」のプレゼンテーションのあとに、
ぶどうパン・もずくスープ・鶏肉とじゃがいものケチャップあえ・牛乳
をいただきました。作業によってエプロンを変えたり、野菜をすべて手
でカットしていたりと、子どもたちのために様々な工夫をして健康を支
えてくださっていることにとてもありがたさを感じました。

こんにちは。ＰＴＡ会長の永瀬です。

もうすぐ楽しい冬休みが始まります。みなさんはどの

ように冬休みを過ごしますか？短い休みではありますが、

私たちにとって新年を迎えるとても大切な期間でもあり

ます。今回は「冬休み」を題材にしたお話、ということ

でどうしようか？と調べてみたところ「冬休みの合言葉」

というものを見つけましたので紹介します。

『おもちで過ごそう冬休み』

【お】…お手伝いや家の仕事を進んでしよう。普段あま

り掃除していない場所を探しきれいにしよう。

【も】…もっと元気な体をつくろう。

部屋に閉じこもってばかりいないで外

遊びや運動をしよう。

【ち】…ちょっと待って、お年玉などお

金の使い方に気をつけよう。（「岐阜市立

西郷小学校・生徒指導だより」より一部抜粋）

病気や怪我に気をつけて

楽しい冬休みにしましょう。

平成２８年度ＰＴＡ会長 永瀬 浩史

冬休み 12月23日～1月9日

1月 10日(火) 後期後半開始

11日(水) 給食開始

15日(日) さいと焼き

23～27日（月～金） 校内書初め展

27日 授業参観（5・6校時）

2月 17日(金) 6年生を送る会

21日(火) 1～5年 懇談会

24日(金) 6年生懇談会

3月 15日(水) 給食終了

16日(木) お別れ式・卒業式

24日(金) 修了式

春休み 3月25日～4月4日

4月 5日(水) 始業式・入学式

7日(金) 離退任式

編集後記：運動会での写真撮影へのご協力ありがとうございました。みなさまのご理解のお陰で今年もいい写真を学校へ提供すること
ができました。また、今年度からの初の試みとしてかもいっ子広場と学校へ行こう週間で運動会写真展も開催させていただきましたが、
お楽しみいただけましたでしょうか。毎年、役員決めの際には手の挙がりにくい広報委員会ですが、大変な分、委員同士の団結も強く
また写真撮影やパソコン、文章書きなどそれぞれの得意分野を活かしたり、やったことのないことに挑戦してみたり学びの多い委員会
でもあります。他の委員会や先生方とも取材を通じて親しくなり、今号では中学校にまで関わることができ、やってよかったと思える
体験が満載です。広報委員会に興味のある方はお気軽に広報委員までお声掛けいただけたらと思います。（広報委員長 戎井）

疲れとぶ
わが子の元気な

お出迎え

ベルマークだよりコンクール佳作賞受賞！！
2016年度「第31回ベルマークだよりコンクール」（全国より101
校・園が応募）で鴨居小ベルマークだより＆山びこが佳作賞を受賞
し、表彰状と1万円を財団よりいただくことになりました！今年
度のベルマーク活動が評価されてとてもうれしい限りです。

ベルマーク財団の取材も受けましたので詳しくは財団のホームページをご覧ください。

９月のベルマーク週間へのご協力
ありがとうございました。

９月ベルマーク週間集計 ２６，６８７点
現在のベルマーク預金残高は

３４３，３８２点です。

回答率 44.9％

加湿空気清浄機：112票

一輪車：69票 優勝旗：27票

その他：9票 無回答：1票

ミズノスポーツ教室 ○:128 ×:62 無:28


