
いよいよ今年度もわずかとなりました。 
年度末まとめ号では、３学期の活動のご報告
と、新年度に向けてのご案内をお届けします。 

３学期の役員会活動報告と予定 
・1/9  小金っ子まつり会計監査 
・1/11  第８回運営委員会 
・1/23  第 5 回連Ｐ常任評議委員会 
・2/2  入学説明会 
・2/8  第９回運営委員会 

（インフルエンザ蔓延のため中止） 
・3/3  おやじの会 反省会＆懇親会 
・3/8  第 10 回運営委員会 
・3/12  年度末会計監査 
・3/19  小金小卒業式 
・3/26  第６回連Ｐ常任評議委員会 

H29 年度連Ｐ表彰式 
     （小金小からは小林校長先生、鈴木銀蔵さん） 
・3/30  辞校式 

【学年記念品・卒業記念品】  
● 各学年委員さんが“進級のお祝い”として準備した『学年記念品』 

を子どもたちへ配付いたします。（配付日は学年により異なります）  
● 卒業を迎える 6 年生には、卒業式当日に卒業記念品を贈ります。 ４月のＰＴＡ活動 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

黄色いパトロール腕章を身につけて 
見守りをお願いします！！  
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会 長  関 口 貴 之 

発行 小金小 PTA 役員会 

校長先生より  
「素晴らしきかな 小金小 PTA！！」  

小金小の PTA 活動のパワフルなことに
いつも驚いています。 

そして子どもたちのためにとことんこだ
わる姿には脱帽です。 

誕生した「こがねこ」はいろいろな場面
で子どもたちを応援してくれました。小金っ
子まつりのパフォーマンスは子どもたちだ
けでなく、私たちも大いに楽しみました。 

「PTA バレーボール」のすばらしいチー
ムワーク、「お話ひろば」の芸達者なお母さ
んたち、「歌声」の方々との楽しい合唱、ユ
ニークな集団「おやじの会」、アイデア満載
の PTA 役員の皆様。 
本当に素晴らしきかな、小金小 PTA！ 
 小金小 PTA の益々のご活躍を期待して、
今年度のまとめの挨拶とします。 
 ありがとうございました。 
 
 
 

 

【年度末記念品・卒業祝菓】  
● PTA より、年度末記念品として『こがねこ・ミニハンカチタオル』

を児童と先生方へ本日配付いたしました。 
   小金っ子まつりアンケートでのリクエストにおこたえして、こがねこ

がハンカチタオルに！全５色から好きな色をオーダーしました。 
大切に使ってくださると、こがねこも嬉しいです！ 

（カラーの変更はできません。記名して使用してください。） 

● 卒業式に児童と先生方に祝菓の『紅白饅頭』を配付いたします。 

・4/10  小金小入学式 
・4/18  保護者会、全体会、PTA 総会 
・4/23  PTA オリエンテーション 

昨年度大好評だった「こがねこクリアファイル」
に引き続く、こがねこ記念品、第２弾です。 

 

PTA より、お祝い品・記念品のお知らせ 
 

    

銀蔵さんは交通指
導員として30年間
小金っ子たちを見
守り続けてください
ました。 

・1/18、2/15、3/15   
「ベルマーク活動」：ベルマークの仕分け作業 

 
・3/9、16、23、30    

「花こがね活動」：駅前のプランターに水やり作業 
 

・4/9 「入学式前日トイレ清掃活動」 
           校舎内１階、２階のトイレ清掃作業 
 
日程が近くなりましたら該当する方へ詳細のお手紙を配布いたし
ます。ご不明な点は役員会へお問い合わせください。 

外出の際、パトロールの黄色い腕章を腕につけて
いただくことで、子どもたちの安心・安全に繋が
ります。また、地域での犯罪の抑止力となります
ので、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 よく見える所に安全ピンなどでつけても OK！ 

関口会長より  
「子どもたちのための PTA」そして保護

者も「PTA を楽しもう！」というスローガン
を掲げ活動してきましたが、多くの子ども
たちの笑顔を見ることができ、また私自
身、楽しみながら活動することができた一
年でした。本部役員さん、専門部員さん
等々、保護者の皆様のご協力に感謝いた
します。今年度も残りわずかですが、気持
ちよく次年度が迎えられるよう最後までお
付き合いの程よろしくお願いいたします。 
 

山本教頭先生より  
１年間、学校運営にご協力いただきまし

て、ありがとうございました。学校と保護者・
地域との結び付きが重要視される中、本校
の PTA は、自主的に引き受けてくださった
役員の方々を中心に、とても活発に活動さ
れていて、驚かされました。各ご家庭の温か
い雰囲気が、そのまま PTA 活動に表れて
いるように思います。児童の活動がますます
充実するよう、今後ともご支援のほどよろし
くお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 

 

例年、３月中旬から新年度のパトロール体制が整
うまでは、パトロール当番がなくなります。 
保護者の皆さんで「子どもの見守り」「地域の見守
り」に是非ご協力ください。 

 

辞校式は見学可能です。

感謝をこめて、お世話に

なった先生方を皆さん

でお見送りしましょう。 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



みんな知ってる？ウェブベルマーク 
 

実は…これも『ベルマークポイント』になるんです！ 

 

みなさん、テトラパックって知っていますか？このマークがついた紙
パックは、なんと！“ベルマークポイント”になるんです。たとえば、牛
乳、豆乳、ジュース、お茶の紙パックなど。しかも、テトラパックの紙
容器は、リサイクルとして大切な資源を守る事にもつながるため、ベ
ルマークポイントも“高得点”になっています。 
是非、ご家庭で出た紙パックを、お子さんと一緒に「開いて！洗っ
て！乾かして！」集めてくださいね。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ウェブベルマークって何？  
東日本大震災後、東北の被災校支援をきっかけにスタートした
ベルマークのウェブ版です。ウェブベルマークにマイページを登
録していただき、登録ＩＤでログインしていつものお買い物をす
るだけで、小金小ＰＴＡのベルマークポイントに加算される仕組
みです。 
ウェブベルマークの参加は「個人単位」ですのでＰＴＡの仕事は
ありません。 
マイページ登録時にベルマークポイントを贈る学校が選べます。
是非「小金小学校」を指定してください。  

ネットのお買い物で手軽に学校支援  
  いつものネットショッピングをする前に、「ウェブ 

ベルマークサイト」を経由するだけ。 
  協賛ショップは、楽天市場、ヤフオク、じゃらん、 

ロハコ、ベルメゾンなど。40 サイト。 
  購入金額に応じて支援金（ベルマークポイント） 

を生み出せる取り組みです。 
  支援金は、東北被災校と、登録したわが子の学 

校に半分ずつ送られます。 
 
切って集めるベルマーク点数と合算できます  

獲得ポイントは「学校単位」で自動計算され、 
自動で小金小ＰＴＡのベルマークポイントに加算 
されますので、ＰＴＡとしての活動は必要ありません。 
いつものショップ独自のポイントにプラスしてウェブ 
ベルマークポイントが自動で貯まります。 
（Ｗでポイントがもらえます！） 

 

4 月 18 日、ＰＴＡ総会を開催いたします。 
総会は、みなさんのＰＴＡ活動へのちょっとした疑問や不安を
解消するチャンスです。また、体験した方の生の声を聞くこと
もできます。 
学年問わず、ぜひみなさまでご出席ください。 
 
 
 
 
 

新年度ＰＴＡ総会へのお誘い  ４月 18 日（水） 

 
 

今年度、みなさんから回収させていただいた、ベルマーク
やインクカートリッジは、集計の結果、ベルマークポイント、
74，394 点に！ 
うち、57,352 ポイント使用して上記商品を買いました。 
子どもたちに早速贈られました！！ 
集計・発送作業をしていただいたベルマーク部とボラン
ティアのみなさん、ありがとうございました。 

 
・ソフトドッジボール２号（１～２学年各４個、なかよし 1 個） 

・ドッジビー27cm（３学年以上各４個、なかよし５個） 

 

       

 

 

 

 

 

「テトラパック」 

 

開け口の反対側や底面にあること
が多い、このマークがついている
テトラパックを見つけて、マークを
切り取らずに、テトラパック全体を
開いて、洗って、乾かしてください。 

 

 
黄色いレシートキャンペーンって何？ 
 

イオンの社会貢献活動を行う｢イオン・デー｣ (毎月 11 日)
の売り上げの一部を、地域で活躍しているボランティア団
体に、その活動に役立つ物品で助成する取り組みです。  

地域で活躍しているボランティア団体としてイオンが応援！ 
 

この度、小金小 PTA の古紙回収活動をリサイクル推進およ
び環境教育活動としてイオンに申請。｢環境保全・環境学習
の推進を図る地域ボランティア団体｣として認められ、応援
いただけることになりました。  

みなさんのお買い物で小金っ子を応援！  
毎月 11 日にイオン北小金 1F に設置される「小金小 PTA 」
の投函 BOX に、お買い上げレシートを入れてください。 
合計金額の 1％分の物品（イオンで販売している商品）が年
度末にイオンより贈呈されます。 

 リサイクル活動の負担軽減・効率化へ！ 

イオン北小金に「小金小 PTA」BOX
が設置されます！   4.11 スタート 
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小金小のリサイク
ル活動で子どもた
ちを応援しよう！！ 

 

PTA 会議室に「回収ＢＯＸ」を置きます  
「紙パック」、「テトラパック」の回収ＢＯＸ
を置きますので、PTA 会議室を利用する
ついでに入れてくださいね。 

新聞購読の家庭の減少などで、回収量収益が年々減少傾向に。
昨年度から検討を重ね、今年度は第一弾として「紙パック」を
古紙回収品目に追加してみたところ、予想以上に集まりまし
た。来年度は、紙パック回収も積極的に投げかけ、保護者の皆
さんが学校に足を運ぶ“ついで”に、ご協力をいただける活動
として試行します！ 
 

 

 

 

 

 

＜回収方法＞リサイクル活動の実施日に、牛乳パックなどの紙パック
と一緒に集めます！ 
その際、【紙パック】と【テトラパック】を分類して持ってきてください。 

 

 

子どもたちの学校備品や部活動のユニ
フォームなどを購入するための「児童活
動援助費」として蓄えられます。 
(「小金っ子まつり」のバザー収益や小金
茶屋の食券なども同様) 
特に、ユニフォームは高額なため、買い
替えには数年かかります。がんばる子ど
もたちのために、是非ご理解、ご協力を
お願いいたします！ 

 

運営委員会・定例会 
のついでに～♪ 今年度も、たくさんのご協力をいただきありがとうございました。 

ベルマーク・古紙回収活動で得られる収益は？ 

古紙回収の活動を見直します！ 
 

登校時、校門で児童の手から受け取る古紙回収作業（年９回）
を、来年度は授業参観や保護者懇談会の日（年５～６回）に
合わせ、保護者が持参する形に見直します。 
リサイクル部員は授業参観などの終了後、集まった古紙を新
聞と紙パックに分類し、業者回収用にまとめる作業だけ。（回
収したテトラパックはベルマーク部が別途回収） 
翌日、学校から業者へ引き渡します。 

★ 


	小金小のみんなで集めた
	ベルマークポイントで買いました！

