
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２ ９年 １ ２月 ２ ０ 日 

小 金 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 

会 長  関 口 貴 之 

発行 小金小ＰＴＡ役員会 

小金っ子まつり２０１７  

 “みんな笑顔で小金っ子“ 
 

11月１８日に行われた小金っ子まつりは、小金っ子たちのとびきりの笑顔と歓声でいっぱいなイベントとなりました。 

 
アトラクションの準備やお手伝いなど、たくさんの 

ご協力ありがとうございました。 

また、アンケートに寄せられたたくさんのご意見・ 

ご感想は、これからも小金っ子たち、そして保護者の 

みなさんからも愛される「小金っ子まつり」で 

あるよう、今後に生かしていきたいと思います。 

２０１７年度 

Ｎｏ.2 

２学期総まとめ号 

なかよし 『運だめし！当たるかな？』 

みんな笑顔で迎えてくれて嬉しかった。 

ていねいな作品ばかりで感動した。 

欲しかったので、当たってとても嬉しかった！ 

１学年・パトロール部合同 

『小金お化け屋敷 ブルゾンちえみを探せ！』 

お化けが飛び出してきて怖かったけど、おもしろかった。 

ブルゾンちえみを探すのが楽しかった。 

怖がっていたら、お化けが案内してくれた。優しかった。 

 
ことばの教室 『吹いてゴール』 

点数制度がすごく楽しかった。 

たくさんゴールに入ってうれしかった。 

簡単そうだけど加減が意外に難しくて面白かった。 

３学年 『新聞紙ダーツ』 
動物の口に投げて入れるのがおもしろかった！ 

風船がもらえた。本物のダーツみたいで楽しかった！ 

的に入ったとき、すっきりした。 

 

５学年 『作りにおいでよ！スノードームとけん玉』 

好きな飾りでかわいく作れた。楽しかった！ 

自分だけのオリジナルができて嬉しかった。 

雪だるまに表情をつけるのが良かった！ 

６学年 『スライムの館』 

いろんな色（謎の色も）があって、自分で作れて楽しかった。 

プニプニするのが難しかったけど楽しかった！ 

教えてくれるお母さんたちがやさしかった。 
 

 

４学年 『小金っ子全員集合！』 

難しかったので燃えた！ 

たこつりと射的がおもしろかった。 

スペシャルタコがもらえると聞いて、本気になってしまいました。 

２学年 『なにがつれるかな』 

何がつれるか、わくわくして楽しかった！ 

ハンドスピナーがもらえてうれしかった。 

景品がかわいかった。（ブレスレット、折り紙の傘、プラ板） 

 

バレーボール部 

『バレーボール教室・先生方 vsバレー部』 
とてもわかりやすく教えてくれました。 

応援に燃えた。ドキドキワクワクした。 

先生とバレーボール部の接戦が観られて面白かった。 

おはなしひろば 『おはなしひろばの紙芝居やさん』 
しおりや指輪がもらえて嬉しかった。 

笛が面白かった。はっぴがよかった。 

友だちとの待ち合わせ場所にしたが、 

お話を聞きながら楽しく待っていられた。 

おやじの会 『グランドゴルフと昔の遊び』 
けん玉で新しい技を教えてもらえた！ 

こまを回すのが楽しかった。 

おやじの技がすごかった。 

たくさんの回答をいただいた中から、ほんの一部ですがご紹介いたします。 

楽しかった♡

♡ 

 

あったらいいなと思うアトラクション ベスト１０ 
１ 位 工作系(クリスマスツリー、アクセサリー、万華鏡、プラ板など) 

２ 位 スライム 

３ 位 (段ボール)迷路 

４ 位 お化け屋敷 

５ 位 ゲーム系(暗号、お箸で豆つかみ、こがねこ絵合わせなど） 

 

歌声会 
知っている曲だったので、手拍子してノリノリで聞けた。 

お母さんたちの人数は少ないのに、声が届いてすごい。 

「WAになっておどろう」で、手を左右に振って盛り上がった。 

６ 位 魚つり・つり系 

７ 位 ボーリング 

８ 位 ストラックアウト 

９ 位 輪投げ 

１０位 宝探し 

 

小金っ子たちが考えた！ 

これ以外にも、ジャンケン大
会、クイズ、先生とドッヂボール
対決、忍者屋敷など、たくさん
のアイディアが！ 

 

・他の学校では味わうことのできない温かな行事に感謝！ 

・準備など大変だったが、子どもたちの嬉しそうな顔を見て、やって

よかったと思う。またできる範囲で協力したい。 

・この素晴らしい行事に携わったことのない保護者の方々に、ぜひ

ボランティアで参加して、子どもたちと一緒に楽しんでほしい。 

声 



 

 

 

 

・１/９ 小金っ子まつり監査 

・１/１８､２/１５､３/１５ ベルマーク活動 

・２/２ 入学説明会 

関口会長より 
 

小金っ子まつりでは、スローガンのとおり、子どもたちや保護者の皆様、

先生方、たくさんの笑顔あふれるイベントとなりました。ご準備いただい

た皆様、お手伝いいただいた皆様ありがとうございました！ 

また、マラソン大会ではパトロール部を中心に、９０名近くのボランティア

の皆様、パトロール活動ありがとうございました。 

今年度も残りわずかとなりましたが、３学期も引き続きよろしくお願いい

たします。 

小林校長先生より 
 

小金っ子まつり、マラソン大会では沢山のご協力を有難うございました。

学期末ということで子ども達の日課も変則になっておりますので、保護

者様の眼でも見守って頂きたいと思います。１２月４日から人権週間でし

た。大人たちがまず人権について理解し、そこから子ども達の人権も育

っていくのだと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

山本教頭先生より 
 

小金っ子まつり、ありがとうございました。一通り回った時、たくさんの子

どもたちで賑わっている様子を見て「とても楽しんでいるんだな」と思

いました。来年に向けて、学校でもできる事があれば準備していきたいと

思います。また、連Pの音楽祭でPTAコーラスに楽しく参加しました。来年

はもっと多くの職員で参加したいと思います。雨男(?)のせいか、イベント

で雨に降られる事が多いので、てるてる坊主を作ろうと思います。 

◆◆ 「学校へ行こう！」ボランティア報告 ◆◆ 
 

９月 花こがね活動 まだまだ暑い時期でしたが、今年最後の

水やりボランティアでした。来年３月からまた活動が

はじまります。 
 

   校内美化 今年は、雨のため残念ながら中止となりました。

来年も募集しますので、ぜひご家族でご参加を！ 
 

         わくわく探検隊 小金の街に飛び出して、この街の良さを

学び伝える子どもたち。その安全を総勢 38 名のボ

ランティアの方々とおやじの会で見守りました。 
 

   小金っ子まつりポスター作成 小金っ子まつりへの期待が

高まる、楽しく素敵なポスターを描いていただきました。 
  

１２月 マラソン大会のお手伝い パトロール部を中心に、リサイクル

部、８９名のボランティアの方々、小金地区社会福祉

協議会のみなさんの協力を得て、コース警備や歩行

者の誘導を行いました。 
 

各月 ベルマーク活動 ベルマーク部とボランティアの方々で、ベ

ルマークの選別作業をしました。この活動により得た

収益で、学校備品のさらなる充実を図ります。 

第４４回松戸市ＰＴＡ音楽祭 
 

小金っ子まつりで素敵な歌声を聞かせてくれた歌声会が、１１月２５日

に森のホール２１で行われたＰＴＡ音楽祭に 

出演し、「キセキ」「WAになっておどろう」 

の２曲を熱唱しました。 
 

校長先生はじめ、先生方 

７名も加わり、深みのある 

混声合唱に。ボンゴのリズム 

に乗せてのびのびと楽しく 

歌う姿に、会場からは自然と 

手拍子が湧き上がりました。 

 
 

 

祝 こがねこ 

１周年 

昨年の小金っ子 

まつりでの鮮烈デ

ビューから１年。 

小金っ子のみんな

に愛され、親しま

れ、今年はパンに

なったりＴシャツ

になったり、大忙

しのこがねこ。 

あったらいいなと思う 
「こがねこ」グッズ ベスト 10 
 

1 位 えんぴつ 44票 

2 位 消しゴム 43票 

3 位 キーホルダー 35票 

4 位 タオル・ハンカチ 28票 

5 位 ぬいぐるみ 27票 

6 位 ノート 17票 

7 位 ストラップ 16票 

8 位 トートバック 15票 

8 位 文房具 15票 

10 位 帽子 11 票 
 

次点 下敷き、ボールペン 

くつした 各 10票 
 

保護者の方々からも、多くのア

イディアをいただきました。 

これからも大好き

な小金っ子たち

を、ちからいっぱ

い応援していきま

す！ 
 

 

「一緒に 

がんばるﾆｬ！」 

｢こがねこグッズ｣ 

いかがでしたか？ 

（パン・スイーツ） 

・オリジナリティーにあふれてい

て、とてもよい。  

・焼印がかわいい。 ・おいしい 

・地元の店とのコラボは、地域貢

献の面からも素晴らしい。 

 

 

 

 
 

（Ｔシャツ） 

・かわいい！細かいイラスト（鉛

筆、なわとび）もよい。 

・こがねこの大ファン。 

子どもが喜んで着 

ている。 

・他の色、大きい 

サイズを希望。  

・来年は購入 

したいと思う。 

教養部とベルマーク部による“小金っ子バザール”、リサイクル部による“小金茶屋”は 

今年も大盛況！これらに PTA役員会による“こがねこカフェ”を加えた 3ブースの 

収益金は、児童活動援助費として、先生方と相談のうえ、小金っ子たちのために有効 

に使わせていただきます。 

ご存じですか？ 松戸市安全安心メール 
 

松戸市では、市民の安全安心な生活のため 

にメールでの情報提供をしています。 

「犯罪」「交通安全」「不審者情報」「大気汚染」「防災」 

など、知りたい項目別に受信することが可能です。 

この機会に登録してみてはいかがでしょうか。 

・３/９､１６、２３、３０ 花こがね活動 

・３/１２ 年度末監査 

・３/１９ 卒業式 

 

 

< 役員会より ３学期の予定 > 

 

・３/３０ 辞校式 

 


