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 第 2 回運営委員会も無事に終え，各委員会も本格的に活動しはじめました。コロナ禍の制限がある中で，

工夫しながら活動していただいているみなさまに，心より感謝申し上げます。 

ＰＴＡ本部は，今年度「情報発信力の向上 活動の見える化」を目標に，保護者の方や地域の方へ，活動

を知っていただく機会を増やそうと奮闘しております。なかなか外からは見えにくい活動ではありますが，

すべての委員会が見えないところで，たくさん活躍しています。活動を知っていただくことで，引き受ける

方の「何をするかわからない」という不安を少しでも解消し，「私も何かできるかもしれない」と感じてい

ただければとの思いから，この取り組みをはじめました。まずはＰＴＡ活動を知っていただけるよう，情報

を発信してまいります。ぜひ，配付物やホームページを，ご覧ください。 

また，新たに今回のＰＴＡだよりから，メンバーによるリレーコラムに挑戦しております。あえてテーマ

は設けておりません。みなさまと同じ親として，笑い泣き喜び悩みながら，我が子と向き合っているメンバ

ーの，個性光るコラムを楽しんでいただければ幸いです。 

もうすぐ子どもたちが楽しみにしている夏休みです。残念ながら，今年度もコロナ対策として，夏休みの

プール開放は中止となりました。次年度は，また夏休みに楽しくプールで泳ぐ子どもたちの姿が見られるよ

う，終息を願うばかりです。事故なく，笑顔で，また 8月に学校に登校できるよう，ご家庭でも改めて夏休

みの過ごし方をご指導ください。 

会長 岩田 友美 

 

 

令和 3 年度 修学旅行について 

6 年生が 6 月 24 日～25 日の一泊二日のスケジュールで福島県に修学旅行に行きました。5年生時の野外活

動は日帰りでの実施となったため，6年生は今回の修学旅行が初めての宿泊行事です。 

当日は，たくさんの保護者と，いってらっしゃいの垂れ幕に見送られて元気よく出発しました。心配され

ていた天気もお日様が顔を出し良い雰囲気のなか，飯盛山や鶴ヶ城,野口英世の生家などを回ってきました。 

初めての宿泊行事ではクラスのみんなで楽しい思い出をたくさん作ってきたようです。 

         
 

 

 

 

令 和 3 年 7 月 吉 日    

仙台市立住吉台小学校ＰＴＡ 

会 長  岩 田  友 美 



防犯懇談会について 

住吉台連合町内会会長，学校ボランティア防犯巡視員，コンパス住吉台，住吉台中学校，住吉台小学校，

住吉台小学校ＰＴＡによる防犯懇談会が 6月 28 日に開催されました。 

心温まるエピソードを嬉しそうに話して下さる巡視員の方々と情報交換を行い，子どもたちを思う地域の

方々の有難さを再認識する事が出来た有意義な時間となりました。 

ただ，日頃子ども達の事を思い活動してくださっている巡視員さんが 悲しい思いをされているというお

話も耳にしました。朝の忙しい時間であるため，子ども達の横断誘導の時間を待つことさえも厳しい状況に

あるドライバーさんが何人かいるそうです。 

朝は 1日の始まりとなる大切な時間だと考えています。子ども達や巡視員さんの安全のために，そして保

護者の皆様の笑顔あふれる 1日の始まりとなるために，いつもより 5分早い出発のご協力を心からお願い申

し上げます。 

そして，日頃から登校指導にご協力くださっている保護者の皆様に，心から感謝を申し上げます。登校指

導に関わる日は，保護者の皆様の姿を見て重い足取りが軽くなっていく可愛らしい子ども達の様子等をぜひ

楽しみながら見届けてあげて下さい。 

 

 

 

第 2 回運営委員会について 

令和 3年 7月 5日（月）に 第 2回運営委員会が開催されました。 

第 2 回も前回に引き続き新型コロナウイルス感染症予防のためＰＴＡ室前のオープンスペースにて，アル

コール消毒を徹底し，3密を避けたソーシャルディスタンスを保って開催しております。 

運営委員会での協議の結果，承認された主な事業企画と報告内容は以下の通りです。 

 

学年委員会 

学年 事業企画内容・事業報告 実施日 

1 学年 親子参加型授業参観（詳細未定） 9 月頃 

2 学年 親子参加型授業参観（詳細未定） 9 月頃 

3 学年 親子参加型授業参観（ハードル選手による親子教室） 9 月頃 

4 学年 親子参加型授業参観（ハードル選手による親子教室） 9 月頃 

5 学年 連絡網作成 9 月頃 

親子参加型授業参観（詳細未定） 9 月頃 

6 学年 親子参加型授業参観（詳細未定） 9 月頃 

6 年生の卒業を祝う餅つき会 1 月予定 

 

 

 

 



専門委員会 

学年 事業企画内容・事業報告 実施日 

研修・保体 役員決め 4 月 23 日(済) 

健全育成 健全育成だよりの発行 

No.1：公園巡視と危険個所巡視の報告 

No.2：第一回健全育成協議会の報告 

7 月予定 

夜間巡視（地域ぐるみ） 未定 

公園巡視・危険個所巡視 5 月 13～23 日(済) 

第一回健全育成協議会 6 月 11 日(済) 

広報 あゆみ発行内容決め 6 月 29 日(済) 

 

各委員の皆様，お忙しいところご協力いただきましてありがとうございました。 

 

※第 3 回運営委員会は 12 月 10 日（金）です。 

※企画書・報告書の提出は 12 月 3 日（金）が締め切りとなりますので， 早めの提出をお願いいたします。 

 

 

「守ろう大切な命」ポスターコンクール作品募集について 

仙台市ＰＴＡ協議会では，毎年「守ろう大切な命」キャンペーンを行い，「命の大切さ」「生きることのす

ばらしさ」「ともに手をとりあって仲良くすることの喜び」を感じてもらえるような児童・生徒の育成を目

指しています。 

今年も，この活動の一環として，仙台市内小学生・中学生を対象に「守ろう大切な命」ポスターコンクー

ルを実施します。ぜひ応募してみてください。 

 

1．  テーマ ：＜小学生・中学生とも＞「守ろう大切な命」 

2．  募集対象：仙台市内の小学生・中学生 

3．  用    紙：画用紙八つ切大（270×380 mm） 

4．  着    色：クレヨン・水彩・ポスターカラーなど自由 

5.   締め切り：令和 3年 9月 17 日（金） 

 

詳細については下記の URL を参照してください。 

https://www.pta-sendai.gr.jp/poster-competition-r03/ 

 

「大切なあなたへ」標語コンクール作品募集について 

仙台市ＰＴＡ協議会では，昨年度より保護者を対象にした標語コンクールを行うこととなりました。 

子どもを取巻く悲しい報道があちこちでなされている状況の中，普段我が子に伝えられない，それでも本

当は大切に思う本音や気持ちを標語にして，伝えていこうという取り組みです。 

 そこで，保護者の皆様から｢大切なあなたへ｣をテーマにした標語を下記のとおり募集いたしますので，ご

協力くださいますようお願い申し上げます。 

  

1．  テーマ ： ｢大切なあなたへ」 

2．  募集対象： 保護者 

3．  文字数 ： 20 文字程度 

4．  締め切り： 令和 3年 9月 17 日（金） 



 

詳細については下記の URL を参照してください。 

https://www.pta-sendai.gr.jp/slogans-competition-r03/ 

 

 

PTA メンバーコラム No.1 

ＰＴＡ本部の活動や生体を明るみにすべくはじまったこのコラムですので，書記の大沼は自身のエピソードを

ゆるっと綴りたいと思います。 

 

私の息子は繊細なわりに調子にのりやすいので，失敗がとても多いと感じています。そのため親の私がカバー

できない部分を，地域の皆様や学校の先生方にサポートをしてもらいながら生活をしています。その恩返しをし

なければいけないという念に駆られていたときに，お話がきて引き受けた役員がたまたま本部だった…という流

れです。 

 

しかし本部にいるメンバーも同じような気持ちで引き受けている素敵な方ばかりなので，本部役員の全員が，

私の大好きな人になりました。そのためいつも楽しく笑いながら活動をさせてもらっています。そして現在の本

部役員は非常に多種多様なメンバーなので，昼の集まりに対応ができる人，夜の集まりに対応ができる人，数字

に強い人，パソコンに強い人など，出来ることを無理せずに行えている点もありがたいことだと感じています。 

 

そして学校に立ち入る機会が増えて感じた点も 2 つお伝えしたいです。それは先生たちのあたたかさや地域と

のつながりが，住吉台小学校は本当に素晴らしいということです。近年暗いニュースばかりが増えていますが，

住吉台小学校ならきっとだいたい大丈夫だろうなーと感じています。 

 

素敵な仲間が出来たこと，子ども達が恵まれた環境で過ごせていることに気づけたこと，本当にありがたいと

感じています。日頃保護者の皆様にも大変お世話になっているので，私に出来ることがあればいつでもどこでも

気軽に話していただけたらと思います。 

 

親子共々至らない点ばかりですが，自分に出来ることをコツコツと楽しみながらやっていこうと考えています。 

書記 大沼 

 

 

PTA メンバーコラム No.2 

初の試みのリレーコラム！ 

お笑い担当(副会長)三戸です。 

生暖かい目でお読みください(*’ω’*) 

 

子ども達は大きなイベントの運動会が終わり，5・6年生は野活，修学旅行もありましたね。 

最近，自分の時はどうだったかな？と思うことも多くなりました。 

あ！！申し遅れましたが私，住吉台小学校の 7回生です(^^)/ 

あの頃は，5 クラスあって 6年生だけで 360 人くらいいたのかな？ 

自分の卒業した学校に自分の子ども達が通うことになるとは・・・。 

 

運動会，子ども達の住小ソーランかっこよかった！昔は組体操だったなぁ。それにお弁当を見に来た家族と

食べて，午後までありました。ただ風が強くてお弁当が砂まみれになったのを思い出しました(笑) 

 



野活は同じく泉ヶ岳でした。内容もほぼ同じ，登山・カレー作り・キャンプファイヤー・焼き板作り。私の

記憶では，学校から歩いて行ったと思っていたのですが，どうやら記憶違いだったようです(-_-;) 

姉の体験談だったのか・・・？？ 

いや，でも歩いた記憶もあるのよね(・・? 

自分の記憶に自信がなく(;^_^A 慌てて同級生に確認したり，卒業アルバム引っ張り出して確認したりしてま

した(笑) 

 

修学旅行は，岩手でしたね。手作り村とか小岩井農場に行ったはず(笑) 

福島も行った記憶はあるんですよねぇー(;’∀’)何で行ったのかしら？？？ 

 

とまぁ，27 年ほど前の事で，記憶は曖昧でしたが！楽しかったことは，こんなに覚えているものなんだな(＾

◇＾) 

子ども達にも，たくさん楽しいこと体験して，たくさん友だちも作ってほしいな。きっと生涯の宝物になる

と思うから！ 

 

このコラムのために，久しぶりに開いた卒業アルバム・昔話で盛り上がった同級生との会話 

会話の最後は『お互い歳とったねぇ～(笑)』でした。 

 

今の P 室は笑顔と笑いがあって楽しいです。正直，自分でも【本部のイメージ変わってきてるな】と思いま

す。 

本部役員としてはほぼ役立たずですが，みんなで楽しく笑っていきたいと思っていますので，今後ともよろ

しくお願いいたします。 

副会長 三戸 

 

                          

 仙台市立住吉台小学校ＰＴＡだより 

 


