平成２８年１月２９日

ＰＴＡ運営委員会だより
伊丹市立南小学校 PTA 会長 若松 和子
運営委員会
日本出身力士として１０年ぶりに優勝を果たした琴奨菊関。３１歳の大関は、１９
５８年以降３番目の高齢初優勝だということです。これまで大きなケガで低迷し、苦
しい時期を経験してきたそうです。「天才というよりは努力の人。度重なるけがにも
負けず優勝を勝ち取った気合に感服。」というファンの声もあります。今回の優勝は、
ほかの日本人力士の刺激にもなりそうで「自分にもできたことなので、全員にチャン
スがあると思う」と話す大関は、４年前に南小に来校し児童と交流してくださったこ
とがあります。大きな体・大きな手…その時のことを覚えているお子さんもいらっしゃるのではないでしょ
うか。
今、何かうまくいかないことがある南っ子も、いつか実を結ぶと信じて努力することでチャンスがありま
す。
「あきらめないで、頑張ろうね。おうちの方も先生もお友達も地域の方も、頑張っているあなたを応援し
ているよ！」と、表情で、また言葉で、子どもたちに伝えていきたいですね。
活動報告
教養部

１／２６（火） ヨガ講座 開催

【なかよしルーム】

５学年
１２／２２（火） 親子活動「しめ縄作り」
【体育館】
わくわく実行委員会・愛護部
１２／２５（金） 南っ子わくわくランド 開催
執行部
１／１５（金） 新年互礼会
【伊丹シティホテル】
１／１６（土） 凧作り（まちづくり協議会主催） お手伝い
【体育館】
１／２０（水） 南中校区 幼小中情報交換会
【南中学校】
すまいる委員（学力向上委員会） １／１８（月） 冬の星空観望会
１／２３（土） みなサタ！がんばる～む
７０周年実行委員会
１／２５（月） 第７回 ７０周年実行委員会
活動予定
保厚部
２／ ９（火） 伊丹市学校保健研究協議大会
愛護部
２／ ２（火） 第３回愛護補導連絡会
愛護部・執行部
２／１８（木） 新一年生入学説明会
教養部
２／ ６（土） 伊丹市人権・同和教育研究大会
ひまわり
２／２５（木） ひまわり教室 交流会
３学年
２／１９（金） 親子スポーツ（ドッヂボール）
４学年
２／２６（金） ２分の１ 成人式
執行部
２／１４（日） PTA 交流ソフトバレーボール大会
すまいる委員（学力向上委員会） １／３０（土） 漢字検定
２／２７（土） みなサタ！がんばる～む
次回運営委員会

２月９日（火） １０：００多目的室

【中央公民館】
【スワンホール】
【体育館】
【市立福祉会館】
【木の部屋】
【体育館】
【体育館】
【体育館】

＜南っ子わくわくランド＞
今年度は、１学期終業式の日に中止になり、２学期の終業式に屋内開催となり
ました。
途中で雨が降ったりしましたが、大きなトラブルもなく、子ども達に楽しんで
もらえた事と思います
１月１９日（火）に反省会を行いました。それぞれの学年と愛護部から改善す
べき所や良かった所の意見を出していただきましたので、来年に活かしていきた
いと思います。
お手伝いに来て頂いたまちづくり協議会の皆様、保護者の皆様、ご準備頂きま
した実行委員の皆様、そして先生方ありがとうございました。

＜ 凧づくり・凧あげ（まちづくり 協議会

主催）＞

１ 月１ ６日（ 土） 南小学 校体 育館に て、 凧づく りを 開催し てい ただき まし た。
沢山 の親子 が参 加して 各々 が作っ た後、寒い中 でし たが校 庭 に てたこ あげ を楽し
み まし た。
以 下の 行事は 、まちづく り協 議会の 皆さ んが主 催 、協力 して 下さって いる もので
す 。「 感謝 」 の気持ち を忘 れずに いた いです ね。
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親 子木工 教室
七 夕まつ り（ ２学年 ）
南 っ子わ くわ くラン ド
植 木剪定

＊
＊
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焼い も大会
しめ 縄作り （５ 学年）
凧つ くり・ 凧あ げ

＜ 幼小中情報交換会（南中校区の PTA 執行部参加）＞
今 回１月 ２０ 日（水）南 中学 校の家 庭科 担当の 山崎 先生の 講演 をお聞 きし ました 。
山 崎先 生ご自 身の 今まで のエ ピソー ド、子 育てに つい て楽し いお 話をお 聞き するこ
と がで きまし た。
「 失敗 も成長 。幼 稚園・小 学校 低学年 の時 こそ失 敗を 恐れず に家 庭の中 での お手伝
い をさ せる。そ して 自分 がで きるこ とを １つで も増 やして（ 生活 力を つけ て）自信
を 持っ て手放 せる 子を育 てよ う 」と いう 言葉が 印象 的でし た。

＞

『 書き 損じハ ガキ』の回 収に ご協力 あり がとう ござ いまし た。
平 成３ １年に 「日 本 PTA 全 国研究 大会 ・兵庫大 会」 が開催
さ れま すので 、ひ き続き よろ しくお 願い いたし ます 。

