小 P 連だより

八王子市立小学校 PTA 連合会 第 4 ブロック 学校情報
児童数

PTA（家庭数・教職員数）

平成 30 年度研究指定校

第二小学校

312

244

20

第五小学校

515

423

28

第七小学校

629

493

29

横山第二小学校

293

238

17

オリンピック・パラリンピック教育

散田小学校

614

477

29

論理的な思考力の育成

長房小学校

119

96

17

船田小学校

364

289

27

山田小学校

510

398

26

浅川小学校

641

488

29

東浅川小学校

380

308

17

保健体育科（アクティブライフ）

平成 30 年 10 月
八王子市立小学校 PTA 連合会

【第 60 号】
平成 30 年度八王子市立小学校 PTA 連合会会長の櫻井です。
し上げます。

会長職も 2 年目となり、ようやく落ち着いて「小 P 連の意義の浸透」や「各校 PTA の
運営支援」を体現しつつあります。

プログラミング教育

Facebook における PTA 関連グループでの情報交換を通して、「PTA 活動」自体の運営

（平成 30 年 5 月時点・順不同）

について学ぶ機会が多くなりましたし、そこでの発言力を意識的に強めることによって、
周囲から情報が集まるようになってきました。

八王子市立小学校 PTA 連合会からのお知らせ
場所

備考

第 1 ブロック

10 月 21 日（日）

みずき通りフェスティバル（八日町交差点）

八王子署管内

第 2 ブロック

11 月

川口やまゆり館まつり（川口市民センター）

八王子署管内

第 3 ブロック

10 月 28 日（日）

恩方市民センターまつり（恩方市民センター）

高尾署管内

第 4 ブロック

11 月 18 日（日）

八王子いちょう祭り（高尾警察署駐車場前）

高尾署管内

第 5 ブロック

9 月 29 日（土）

北野ストリートフェス’18（北野駅前）

南大沢署管内

3 日（土）

会長
櫻井 励造

また、今までの経験を元にまとめた運営のポイントも小 P 連 HP に掲載して、情報共有を図っています。
さらに、都内他市の小 P 連の方々との個人的な交流も始まり、これから様々な情報を仕入れて、各校
PTA の皆さんに還元できるような活動を継続していきます。

平成 30 年度 小 P 連「ピーポくんの家」防犯キャンペーン
日程

連

小
P

日頃より小 P 連の活動に対してご理解およびご協力をいただきまして、心より感謝申

そのような活動により、八王子市内 70 校の PTA( もしくは PTA 関連団体 ) の運営における「共通の意識
や考え方の浸透」につながり、ひいては「PTA 活動を楽しむ」ことにつながると考えていますので、小 P
連の本来の役割を実現する為に、引き続き、前向きな温かいご支援をいただければ幸いです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

＊日時などの変更がある場合には、別途連絡致します。また、屋外会場は雨天中止の場合があります。

第 1 回 八王子おやこ川柳コンクール
【テーマ：わたしのヒーロー・ヒロイン】

各校に配布されております応募用紙にてご応募頂きました川柳は、一次審査、二次審査、最終審査を通
じまして、選定されます。表彰については 12 月の小Ｐ連常任委員会で表彰式を開催し、表彰作品および
各校での一次審査通過作品は来年１月の「おおるり展」で展示する予定です。
但し、保護者・教職員の作品は展示スペースの関係上、二次審査通過作品のみ展示いたします。
ご不明な点は、ホームページをご覧頂くか、もしくは小 P 連事業検討委員会までお問合せ下さい。

編集後記

平成 30 年度の八王子市立小学校 PTA 連合会の活動も始まって
半年が経とうとしております。スポーツ関連行事もこの半年の中で行われ PTA
の活動も後半に向けて色々と活発に成ってきております。
今年度は 11 月に教育長懇談会も開かれることが決まっております。前回の
懇談会でも内容の濃い話し合いが出来た教育長との懇談会、今回もよい話し合
いが出来れば良いとおもっております。参加が出来そうな方は是非参加してみ
てください。

小 P 連だより第 60 号担当
第 4 ブロック

第二小学校・第五小学校
第七小学校・横山第二小学校
散田小学校・長房小学校
船田小学校・山田小学校
浅川小学校・東浅川小学校

平成 30 年 5 月 23 日 八王子市立小学校 PTA 連合会が開催され、 今年度もスタートしています！
左側の QR コードを読み込んで

左側の QR コードを読み込んで

頂きますと、 八王子市立小学

頂きますと、 過去の小 P 連便り

校 PTA 連合会ホームページに

をご覧頂くことが出来ます。

アクセスできます。

八王子市立小学校 PTA 連合会
第 4 ブロック 学校紹介！！
長房小学校
長房小学校は今年開校 50 周年を迎えます。
色々な方々の協力の下、11 月に開催される開校記念行事に
向けて準備が進められております。開校からの出来事を振り
返ると半世紀という時間の重みを切実に感じます。今は 50 年
前と比べると児童の人数はかなり減ってしまいましたが、同じ
様に学校生活が営まれ子どもたちの声が聞こえる、当たり前の
事ですが考えさせられる年を迎えています。
（航空写真協力 ユニオンエンタープライズ株式会社）

第二小学校

第五小学校

おやじの会が発足し 2 年が経ちました。
今年度の会長である戸板会長の下、おやじの会発足
メンバーは 3 名スタート。おやじ一人一人が声をかけ
てくれ多くのメンバーが集まりました。
活動のメインは運動会！子供達の安全を守りながら、
運動会の運営を先生方と一緒にがんばりました。その
結果今年度は 40 名近いおやじが集まり今年度の運動
会も大成功でした。おやじの力は本当に偉大でみんな
の力になりました。このパワーを何年も継続していき
たいと思っています。
また、校長先生の念願叶い、我が校で「大人と子供の
ための読み聞かせ」を行うことができました。大きな
手作りの絵本とピアノ演奏、そして中井貴惠さんの読
み聞かせを心地よく、リズミカルに読み聞かせがスター
トしました。1 時間近くの時間があっという間に終わ
り子供たちは残念そうでした。
中には本嫌いだったけど本が好きになりましたと話をしている児童もいました。本の
大切さ、体験する大切さなどを伝えてくれた、読み聞かせの時間でした。

第五小学校では、6 月 30 日（土曜日）の
学校公開日に、地域合同防災訓練が行われ
ました。
今年は、VR の防災体験もあり子供達は、
興味深々でした。時には楽しみ、時には真
剣な表情で体験する子供達の姿が、とても
印象的でした。
日差しの強い暑い日でしたが、最後まで、
元気に訓練に参加する子供達を、先生や保
護者、地域の方々が温かく見守っていまし
た。
第五小学校の子供達は、元気な挨拶や、
物事に対する積極的な姿があり、こちらも
元気をもらうことができ、健やかな成長を
感じました。

船田小学校
第七小学校

暑い夏も校庭を囲む木々の葉陰が涼をくれる、自然豊かな船田小学校では、
放課後子ども教室「フネダーランド」と「船田ミニバス」と PTA の共催によ
り、
「東京八王子ビートレインズ」をお招きしてミニバスケットボール体験会
を開催しました。
初めてバスケットボールに触れる低学年からパワフルな高学年まで、たく
さんの子どもたちが参加し、プロ選手のように華麗なボールさばきが出来る
ようになる！？楽しい練習に、一生懸命取り組みながらも笑顔いっぱいの姿
を見せてくれました。
10 月には、青少対と近隣三校の PTA 合同で開催する恒例の「三校地域交
流会」を行います。
活発な夏の行事から心豊かな秋の行事へ。子どもたちによる音楽発表等を行い地域の方々との交流を深めます。

『七小パーティー２０１８』
第七小学校では、
ＰＴＡ主催の
特別行事を毎年開催しています。
地域、教職員、保護者が一体と
なって様々な出し物や企画で、多
くの子供達と盛り上がっています。

横山第二小学校
横山第二小学校では、年々、暑さが厳しくなる中、運動会に
出る児童のことを考え、校長先生が発案して児童席に日よけを
設置しました。幸いにも、当日は曇り空で暑さが穏やかではあ
りましたが、今後の暑さ対策の一環として取り組んで行きます。
また、運動会の開会式では、平成 30 年度八王子市教育委員
会研究指定校（オリンピック・パラリンピック教育の推進）と
して、機運醸成の為の児童による五輪リレーを取り入れたり、
10 月には地域の方と協力して行う「横二小あそびの広場」を
開催したり、11 月には研究校としての発表を行ったり、など、
児童の教育活動の充実に取り組んでいます。

山田小学校
山田小学校では特徴的な活動として
1 学期と 3 学期の年 2 回漢字検定を行
い、毎回多くの児童がより上位を目指
しチャレンジしています。
また昨年度市政 100 周年を記念して
校内の通路脇を花でいっぱいにして
「山田小フラワーロード」と命名し、そ
の花の保守管理をしたり、1 月中頃には
「どんど焼き」を行いカレーの炊き出し
や落ち葉を使って焼き芋をしたり独楽や
竹馬等の昔遊びで近隣の方達も一緒にな
って交流を深めています。

浅川小学校
浅川小学校では、毎年「浅小まつり」を
開催しています。
子供による、子供のためのお祭りです。
すべて手作りで、とても楽しみにしてい
るイベントの一つです。
前日の準備から始まり、当日はお店の受
付や説明などの運営をし、宣伝は前日朝の
PR 集会や、当日は看板等をもって校内で
声をかけながら回りました。
子供たちは役割を楽しみながら、時間を
見ては交代で好きなお店に行って遊びます。
子供たち一人一人が役割をもち、お互い
に協力しながら関わり合う楽しいお祭りに、
今年もとても盛り上がりました。

東浅川小学校
東浅川小学校では、毎年 5 月の学校公開
で地域の方々にご協力いただき児童にいろ
いろな体験をしてもらう「夏楽校」を行なっ
ています。
1、2 年生は、あやとり、おはじき等の昔
遊びを体験。
3 年生は、京王バスのマナー講習。
4 年生は、車いすの方のお話を聞いた後、
実際に乗りました。
5 年生は、AED の使い方と人命救助のシ
ミュレーション。
6 年生は、戦争を経験した方の貴重なお話
を聞きました。
子供たちだけではなく私たち大人も、有意
義な時間を過ごすことができました。

散田小学校
毎年小学校の行事として八王子盲学校・
散田小の交流会が行われます。盲学校の児童
と散田小の 4 年生とが出し物をしあったり、
昼食を一緒にとって楽しく交流します。
学校行事にあわせてお互いの PTA 同士も交
流会を開いています。
今年は 6 月 28 日に盲学校にお邪魔しまし
た。盲学校の先生から視覚障害についてわか
りやすく教えていただいたり、視野障害・視
力障害のゴーグルを体験しました。茶話会で
は日常で起こるいろいろな出来事をお聞きし
ましたが、普段の視点とは違う見方でとても
勉強になりました。
電車や駅で見かける白杖を持つ方にもっと
親しく接したいと思います。

第 4 ブロック 全体図

