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過去の新着情報

【平成23年度】
●６年生保護者の皆さまに
[メッセージカードの作成」のお願いが配布されました。（２月１４日）
　各クラスの担任の先生へ、子どもたちからお礼の気持ちをこめて、メッセージカー
ドをファイルにしたものを贈りたいと思います。同封しておりますハガキの裏面にの
み、お子さまの自由なメッセージをご記入ください。絵やプリクラ写真、保護者のコ
メントもOKです・・・）お子さまの名前を忘れずご記入ください。
　お手数ですが、２月２７日（月）までにお配りした封筒に入れ、各担任の先生まで
ご提出をお願いいたします。
　※ メッセージカードのファイルは、卒業式の前日までに子どもたちから先生に渡し
ます。ご協力、よろしくお願いいたします。

●４年生保護者の皆さまに
[二分の一成人式」のご案内が配布されました。（２月６日）
　４年生の生活も残りわずかとなり、１０歳になるこどもたちが、舞台発表を行いま
すので是非、ご参加ください。
　日 　時　　２月２４日（金）午後１時４５分～３時２０分（５、６時間目）
　場 　所　 西小学校　体育館
　内 　容　 「１０歳の主張」発表他
　持ち物 　 名札・上履き・暖かい敷物（床に直接座っていただきます。）
　２月１３日（月）までに各学級担任の先生に出欠票をご提出ください。
　※ 詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。

●[PTAパソコン講座 追加募集」のご案内が配布されました。（２月６日）
　１月１１日にご案内しておりました２月２１日（火）と２４日（金）開催予定の講
座には、まだお席に余裕がございますので「お手持ちのパソコンのバージョンに関わ
らず」受講していただけますので、「パソコンの電源ってどこ？」といった初心者の
方も奮ってご参加ください。
　第１回　　２月２１日（火）Word（ﾜｰﾄﾞ）での文書作成、名簿作成
　第２回　　２月２４日（金）Excel（ｴｸｾﾙ）でのカレンダー作成
　時 　間　　いずれの日程も 午前 ９時３０分～１２時
　場 　所　 西小学校　南館４階　多目的室
　参加費 　 無料
　定 　員　　各回 ２０ 名
　講 　師 　 箕面市条例登録団体ＣＳＳ 代表 有光 翼 先生
　２月１４日（火）までに各学級担任の先生にお申し込みください。
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　 　 皆さまのご参加をお待ちしております （＾o＾）/＾
　※ 詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。

●１月２６日（木）～２月１日（水）はベルマーク週間です！
～ ベルマークを集めましょう！ ～
　ベルマークは、児童玄関正面のベルマーク箱か、クラスのベルマーク箱に入れてく
ださい。
　エプソン・キャノンのインクカートリッジも回収中です。

●[PTAパソコン講座」のご案内が配布されました。（１月１１日）
　対 　象　　文書作成ソフト「Word（ﾜｰﾄﾞ）」と表計算ソフト「Exxcel（ｴｸｾﾙ）]の
　　　　 　 初心者の方や、これから始めようと思う方。
　日 　程　　お使いのパソコンソフトのバージョンにより開催日が異なります。　
　
　　＜バージョンが２０１０もしくは２００７の方＞
　　　　第１回　　１月２７日（金）Word（ﾜｰﾄﾞ）での文書作成、名簿作成
　　 　 第２回　　１月３１日（火）Excel（ｴｸｾﾙ）でのカレンダー作成
　　　　　午前　１０時～１２時　（受付は９時３０分～）
　 ＜バージョンが２００３もしくはＸｐ、その他の方＞
　　　　第１回　　２月２１日（火）Word（ﾜｰﾄﾞ）での文書作成、名簿作成
　　 　 第２回　　２月２４日（金）Excel（ｴｸｾﾙ）でのカレンダー作成
　時 　間　　いずれの日程も 午前 ９時３０分～１２時
　場 　所　 西小学校　南館４階　多目的室
　参加費 　 無料
　定 　員　　各回 ２０ 名
　講 　師 　 箕面市条例登録団体ＣＳＳ 代表 有光 翼 先生
　１月１８日（水）までに各学級担任の先生にお申し込みください。
　 　 皆さまのご参加をお待ちしております （＾o＾）/＾
　※ 詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。

●[キャンドルアレンジ講習会」のご案内が配布されました。（１０月１２日）
　日　時　１２月２日（金）
　　　　　午前　１０時～１２時　（受付は９時３０分～）
　場　所　西小学校　４階　多目的室
　内　容　プリザードフラワー（生花を美しい状態で長期保存）のキャンドルアレン
ジ仕様で、他にはないシックで大人な洗練されたデザインのものを、初心者にも簡単

に作れる手法で講習してもらいます。〈器にキャンドルを固定し、花やレースなどを
接着していきます。〉
　参加費　５００円（当日集めさせていただきます。お釣りのないようにご協力お願
いします。）※ 申し込み後に欠席される場合も材料費のみご負担いただきます。
　定　員　５０名※ 希望者が多い場合は抽選とさせていただきます。
　持ち物　はさみ、カッターナイフ、コンビニ袋、持帰り用紙袋、エプロン
　１０月２１日（金）までに各学級担任の先生にお申し込みください。
　 　 皆さまのご参加をお待ちしております （＾o＾）/＾
　※ 詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。



　※ 詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。
　　　作品見本を１０月１８日の参観日に児童玄関掲示板横に展示しています！

●「一中校区教育懇談会」ならびに「一中校区地域に開かれた特色ある学校づくり発
表会」の開催についてのご案内が配布されました。（１０月７日）
　日時　１０月２８日（金）
　 ○特色ある学校づくり発表会 ： 午前 １０時～１０時３０分
　 ○教育懇談会 ： 午前１０時３０分～１２時
　場所 第一中学校 本館４階 多目的室
　内容
　 ○特色ある学校づくり発表会 ： 一中校区の各学校の特色ある教育活動ならびに小
中一貫の教育活動についての発表
　 ○教育懇談会 ：講演「叩かず 甘やかさず子育てする方法」～スター・ペアレンテ
ィング ＳＴＡＲ Ｐａｒｅｎｔｉｎｇ～ 親が変われば子どもも変わる、こどもの自立
をどう助けるか（講師：田上 時子 氏）
　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。

●１０月６日（木）～１０月１２日（水）はベルマーク週間です！
～ ベルマークを集めましょう！ ～
　ベルマークは、児童玄関正面のベルマーク箱か、クラスのベルマーク箱に入れてく
ださい。
　エプソン・キャノンのインクカートリッジも回収中しています。

●「転校生の親の交流会」のご案内が配布されました。（１０月３日）
　日時：１１月２日（水）午前１０時００分～１２時００分
　場所： 南館１階 PTA室
　持ち物：名札・上履き・マイカップ
　西小に転向されてきた経験を生かした新たな情報発信とお互いの交流、また今後転
入される方につながりを作りたいと考えています。
　１０月１７日（月）までに各学級担任の先生にお申し込みください。
　 　 皆さまのご参加をお待ちしております （＾o＾）/＾
　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。

●[未就園児の子育てサークル開催」のご案内が配布されました。（９月３０日）
　日時：１０月２１日（金）午前１０時３０分～１１時４５分）
　場所：南館２階 わくわくルーム（コンピュータ室のとなり）
　持ち物：保護者の名札・上履き・お茶
　「未就園児が小学校に慣れ親しむこと」「保護者同士のつながりをつくること」を
目的の子育てサークルです。
　 　 申込等の必要はありません。皆さまのご参加をお待ちしております （＾o＾）/
＾
　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。
【 注 意 !! 】[名簿収集目的と思われる事象について」が配布されました。（９
月２９日）
　９月２８日（水）午後４時３０分頃、西小校区内で、市役所職員を名乗り、「迷惑



　９月２８日（水）午後４時３０分頃、西小校区内で、市役所職員を名乗り、「迷惑
電話防止」のためと言葉巧みに名簿記載内容を問い合わせる電話がありました。
　今後、警察や市役所、守る会等の様々な団体名を名乗り「迷惑電話防止」「不審者
対策」「教材販売」などとして、名簿記載内容を問い合わせる電話が連続することが
予想されます。
このような電話には絶対に対応しないよう、お子様に注意喚起をおねがい
します。

●[学習室親の会」との交流会のご案内が配布されました。（９月２９日）
　日時：１０月１８日（火）午前１１時～午後１２時３０分の都合のよい時間
　場所：南館２階和室（会議室のとなり）
　「学習室って何？」「子どもたちの様子は？」など普段なかなか聞けない話をお茶
でも飲みながら気楽に聞けたり、話せたりできる交流会です。
　※一日参観の日ですので、どうぞお気楽にのぞいてみてください。
　※短時間でもどうぞ！

●一日参観の保育のご案内が配布されました。（９月１６日）
　１０月１８日（火）の一日参観に際し、未就園児の保育を行います。
　対象：未就園児（幼稚園児は対象外）
　預かり時間：１時限目～５時限目までの１時限４５分のみで（懇談会の時間帯は除
く。）預かり時間前の１５分間を保育側に入っていただくことが条件となります。
　場所：南館２階わくわくルーム
　料金：無料。（保険はＰＴＡで負担）
　申し込み期限：１０月５日（水）ですが、保育時間表の作成・配布等の日程が限ら
れていますので、参観日の時間割発表後に希望時間帯の申込書は、できるだけ早く担
任の先生に提出してください。
　保育に際しての注意事項：時間表と共にご案内します。
　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。
●第４４回市民スポーツカーニバル ふれあいフェスティバル

「PTAソフトボール大会」参加者募集のご案内が配布されました。（９月５日）
　主催 箕面市・箕面市教育委員会・箕面市体育連盟 
　日時　１０月９日（日）
　午前 ９時～ 　 箕面市立第二総合運動場 （雨天中止）
　活動内容：勝負にこだわらない交流を目的としたソフトボール
　９月１２日（月）までに各学級担任の先生にお申し込みください。
　 　 皆さまのご参加をお待ちしております （＾o＾）/＾
　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。

●『働く母の集い』のご案内が配布されました。（６月１８日）
　日時　７月９日（土）
　午前 １０時～１１時３０分　西小１会 ＰＡＴ室
　内容：働いている保護者同士の親睦や情報交換
　※途中参加、途中退席ＯＫです。参加希望の方は、当日ＰＴＡ室にお集まりくださ
い。
　 　 どなたでもご参加いただけますので、お待ちしております ｐ（＾o＾）ｑ
　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。



　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。

●一中校区親善行事のご案内が配布されました。（６月１７日）
　日時　７月２３日（土）
　午前 ９時～１２時　西小体育館
　活動内容：一中校区（西小・箕面小・一中）対抗ソフトバレーボール
　７月８日（金）までに各学級担任の先生にお申し込みください。
　 　 皆さまのご参加をお待ちしております （＾o＾）/＾
　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。
○５年生保護者の皆様に学年親睦会のお知らせが配布されました。（６月８日）
　日時　６月２２日（水）
　午前 ９時４０分～１０時２５分（２時間目）　体育館
　６月１３日（月）までに担任の先生に出欠票をご提出ください。
　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。

●ＰＴＡ参画活動「アレルギーの子どもを持つ親の会」のご案内が配布されました。
（６月２日）
　日時　６月１６日（木）
　午前 １０時～１２時　南館２階 会議室
　６月６日（月）までに各学級担任の先生にお申し込みください。
　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。

●６月２日（木）～６月８日（水）はベルマーク週間です！
～ ベルマークを集めましょう！ ～
　ベルマークは、児童玄関正面のベルマーク箱か、クラスのベルマーク箱に入れてく

ださい。
　エプソン・キャノンのインクカートリッジも回収中です。
　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。
○６年生保護者の皆様に平成２３年度　大阪府学力・学習状況調査の実施についての
お願いが配布されました。（５月１２日）
　※詳細については、お子さまを通じて配布されたプリントをご覧ください。

●平成２３年度　クラス委員・参画者名簿のご案内が配布されました。（５月１２
日）
　平素はＰＴＡ活動にご協力いただきましてありがとうございます。
　新年度の各クラスの委員・係名簿を配布いたしました。
　今年度も、みんなでより良いＰＴＡ活動を行っていけるよう、全会員がそれぞれ一
つは役割を分担していただくことになっています。
大半は申し込んでいただいた係に該当していますが、若干名の方は他の係に当たって
いる場合があります。クラス名簿を見て気になる点がありましたら、５月２０日
（金）の参観日までに各クラスの学級委員にお問い合わせください。その後の変更は
できませんので、ご了承ください。

●授業参観・懇談ならびにＰＴＡ決算・予算総会の案内が配布されました。（５月６
日）
　日時　５月２０日（金）



　午後 １時３０分～　授業参観 （各教室）
　午後 ２時２５分～　ＰＴＡ総会 （体育館）
　午後 ３時３５分～　学級懇談 （各教室）
　・詳細はお子さまを通じて配布された資料をご覧ください。
　・ＰＴＡ総会には、資料（事業報告書・決算報告書・予算案・ＰＴＡ規約改正案）
を一読のうえ、当日ご持参ください。
　・当日欠席の方は委任状を担任まで必ず提出してください。

【平成21年度】
　●平成22年度　クラス委員・参画者名簿のご案内が配布されました。（5月10日）
平素はＰＴＡ活動にご協力いただきましてありがとうございます。
　先週、新年度の各クラスごとの委員・参画者名簿を配布いたしました。
　今年度も、みんなでより良いＰＴＡ活動を行っていけるよう、全会員がそれぞれ一
つは役割を分担していただくことになっています。大半は申し込んでいただいた参画
に該当していますが、若干名の方は他の参画に当たっている場合があります。クラス
名簿を見て気になる点がありましたら、５月14日（金）の参観日までに各クラスの学
級委員にお問い合わせください。その後の変更はできませんので、ご了承ください。
●授業参観・懇談ならびにＰＴＡ決算・予算総会の案内が配布されました。（４月27
日）
　日時　５月14日（金）
　午後１時30分～　授業参観
　午後２時25分～　ＰＴＡ総会
　午後３時35分～　学級懇談
　・詳細はお子さまを通じて配布された資料をご覧ください。
　・ＰＴＡ総会には、資料（事業報告書・決算報告書・予算案・ＰＴＡ規約改正案）
を一読のうえ、当日ご持参ください。
　・当日欠席の方は委任状を担任まで必ず提出してください。
●PTA会費負担の変更について（お知らせ）が配布されました。(4月9日)
　ＰＴＡ会費につきましては、従来、１口50円、１家庭で８口程度の負担をお願い
し、年度当初に会員の皆様に申込口数を調査させていただいておりました。
　昨年度より、ＰＴＡ会費について、役員会並びに運営委員会において協議した結
果、本年度から１家庭１月につき350円、年に9ヶ月分で統一の同額負担制とさせてい
ただくことを提案いたします。
　提案理由など、詳細につきましてはお子さまを通じて配布されたプリントをご覧く
ださい。
●PTAだより（第９号）が配布されました。(3月16日)
●PTA委員選出についてのご案内が配布されました。(3月9日)
１．クラス委員と参画の選出方法について
２．委員・参画説明書の保存について
３．クラスベルマーク係について
４．集いの世話役について
　以上の４点についてのご案内が掲載されています。プリントをご覧ください。
●PTAだより（第８号）が配布されました。(2月19日)
　委員会からのお知らせなどが掲載されています。



　委員会からのお知らせなどが掲載されています。
●PTAだより（第７号）が配布されました。(1月19日)
　委員会からのお知らせなどが掲載されています。ご一読ください。
●音楽会についてのお知らせ（注意事項）が配布されました。（11月24日）
　詳細はプリントをご覧ください。マナーを守って、気持ちよく鑑賞しましょう！
●PTAだよりが配布されました。（11月18日）
　校内音楽会（11月28日・土　開場午前９時）でのお願いなどが掲載されています。
ぜひご一読ください。
●みのお人権フォーラム24thの案内が配布されました。（10月27日）
●平成21年度PTA会計中間報告、
平成22年度(2010年度)西小PTA役員及び正副委員長候補者の推薦についてのお願い※
　が配布されました。(10月20日)
　※推薦用紙は白紙でも全て回収しますので、10月28日(水)までに必ず担任の先生に
提出してください。
●PTA配布物（10月15日）
　10月13日以降に配布された案内をお知らせします。

・あゆみ144号
・PTAだより第４号
・一日参観の保育のご案内
・一中校区教育懇談会「いのちはどこからきたの？」
・文化講習会へのご案内　デコくま講習会～くまのストラップ～
●運動会PTA競技について（９月18日）
　今年度の運動会のPTA競技は次のように決まりました。（リンクへ）
●ＰＴＡだより（第３号）が配布されました。（９月16日）
　もうすぐ運動会！
　新型インフルエンザ等の影響で日程が変更になる場合があります。学校からのおた
よりをよくご覧ください。
●PTAソフトボール大会（10月11日・日）の案内が配布されました。
●「ＰＴＡだより」、「西小校区　危険箇所・問題箇所点検活動について」が配布さ
れました。（７月17日）
●「もっとグッドネットin大阪」参加申し込みについて　が配布されました。（７月
９日）
●一中校区親善行事（ドッヂビー）のご案内が配布されました。
●PTAだより第１号が配布されました。（６月１８日）
●臨時休業期間中の授業時数の確保について（６月８日）
　箕面市教育委員会からお知らせが配布されました。新型インフルエンザ感染拡大の
防止のため、５月１７日から２４日までの間臨時休業となった期間中の授業時数を確
保するため、夏季休業中に授業日を設定するとともに９月の短縮授業を平常授業に変
更します。このHP中のPTA予定表をごらんください。
●過去の新着情報ページ、過去の講習、交流会等の情報ページを追加しました（4月18
日）

【平成20年度】
●トップページにリンクリストを追加しました（3月25日）



●トップページにリンクリストを追加しました（3月25日）
●「平成21年度委員と参画についての説明書」が配布されました（3月24日）
●「平成21年度委員選出の方法について」が配布されました（3月24日）
●「チケット＋イベントについてのアンケート結果報告」が配布されました（3月24
日）
●PTAだより（第9号）が配布されました（3月16日）
●「PTA活動におけるチケット制に関するアンケートのお願い」が配布されました（3
月10日）
●「PTA活動内容の見直しについて」が配布されました（3月6日）
●「3月4日からの登校班について」が配布されました（3月3日）
●サークル活動紹介に「おやじの会」「手話サークル」が掲載されました（3月1日）
●あゆみ（No.142）が配布されました（2月24日）

●PTAだより（第8号）が配布されました（2月19日）
●サークル活動紹介のページを開設しました！ ぜひサークル活動の情報をお寄せくだ
さい☆（2月13日）
●「PTA活動に関するアンケート結果と今後の方針案」が配布されました（1月30日）
●PTAだより（第7号）が配布されました（1月22日）
●PTAだより（第6号）が配布されました（12月18日）
●第47回箕面市PTA大会（研究交流会）のお知らせが配布されました。（12月16日）
●校内音楽会についてのお知らせ（注意事項）が配布されました。（11月26日）
●西小PTA活動ブログを開設しました！　PTAの活動の様子などを掲載していきま
す。（11月22日）
●PTAだより（第5号）が配布されました（11月21日）
●「みのお市民人権フォーラム２３ｒｄ」の案内およびパンフレットが配布されまし
た。（11月4日）
●PTAだより（第4号）が配布されました（10月23日）
●「平成20年度 PTA会計中間報告」が配布されました（10月21日）
●「平成21年度 西小PTA役員及び正副委員長候補者の推薦についてのお願い」（10月
20日）
●「平成20年度 西小PTA教育懇談会のお知らせ」が配布されました（10月17日）
●「PTA活動に関するアンケートのお願い」が配布されました（10月10日）
●「第21回西小校区地域運動会プログラム」が配布されました（10月9日）
●「シュトラウス講習会　～木の実で作る飾り～」の案内が配布されました（10月9
日）
●「学習室親の会」との交流会の案内が配布されました（10月7日）
●PTA「秋のコンサート」の案内が配布されました（10月6日）
●「平成20年度　一中校区教育懇談会のお知らせ」が配布されました（10月3日）
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