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東部小学校 　１０月３１日（土）に第１回
目の資源回収を行いました。当
日は天候にも恵まれ、各地区か
ら回収されてきた資源を実行委
員、学級委員を始め先生方や児
童が仕分けを分担し、およそ１
時間ほどで作業が終了しまし
た。地域の方の協力もあり、た
くさんの資源が集まりました。

資源回収

桜木小学校 　本校では秋頃、環境整備＆生
き物の森維持活動を行っていま
す。校内の草刈りやビオト―プ
周辺の環境維持の為、ＰＴＡ主
催で毎年行っていますが、地域
の方々の多大な協力もあり本年
も無事に終了することが出来ま
した。一つの繫がりとして来年
度以降も継続していきたい行事
の一つと考えています。環境整備＆生き物の森維持活動

三蔵子小学校
コロナ禍により中止となって

しまった５年生の野外活動の代
わりに、ＰＴＡ主催による学校
の校庭でのキャンプファイヤー
を１０月２４日に開催しまし
た。役員で企画準備をし、先生
方のレクを交え、子どもたちと
歌って踊って、楽しい時間を過
ごし、５年生児童のよい思い出
になったと思います。炎とともに思い出つくろう

千両小学校 　学年毎に親子がふれあいなが
ら学ぶ機会を設けています。令
和２年度はコロナ禍により、２
年生の「手洗い＆和菓子作り教
室」のみを実施しました。手洗
いの不十分な場所を特殊な光を
当てて見つけた後、よく洗えて
いなかった場所をきれいに洗い
直し、和菓子職人の指導の元で
蒸し饅頭を作りました。学年親子活動

牛久保小学校 　１１月に資源回収を行いました。
今年度は１回のみの実施となりま
したが、校区全域から多くの資源
が回収されました。また、年明け
の１月には、健全育成推進協議会
と共催で、本校のＯＢで、元プロ
野球選手のギャオス内藤氏の講
演会を開きました。コロナ禍で自
粛ムードの中でしたが、元気が出
るお話を聴くことができました。気持ちのよい汗をかく

中部小学校 　本校では、ＰＴＡの各地区理
事を中心に、児童の登校時に旗
当番を行っています。子どもた
ちが安全に通学できるように保
護者が旗を持って誘導します。
危険個所の確認や交通安全の啓
発もできます。旗当番をしなが
ら明るく元気なあいさつが飛び
交い、気持ちのよい一日が始ま
ります。ＰＴＡ旗当番

八南小学校 　本校では年２回資源回収を行っ
ています。今年度はコロナ禍では
ありましたが、実施時期の変更、
校庭での積込み人数の削減、回
収積込みを２地区合同にして短時
間で作業等の変更をし、無事に
実施できました。子どもたちのた
めに何とか実施しようと検討、行
動していただいた保護者、地域の
皆様のご協力に感謝いたします。資源回収

平尾小学校 　世界中で流行する新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、平尾
小ＰＴＡ活動もいろいろな行事
の中止から始まりました。それ
でも、「少しでも学校のために」
を合言葉に校内清掃を役員中心
のボランティアで行いました。
最低限とはなりましたが、今後
の活動も工夫して進めていける
よう議論を続けています。ボランティアによる校内清掃

豊川小学校 　９月に資源回収を実施しまし
た。例年２回のところ、今年度
は１回のみの実施となってしま
いましたが、地域の皆様や地区
委員の皆さんのご協力のもと、
スムーズに回収を行うことがで
きました。
　密を避け、感染対策に留意を
しつつ行うＰＴＡ活動のモデル
ケースになったように思います。コロナ禍での資源回収



御油小学校 　８月の土曜日、８時から約１
時間「ＰＴＡクリーン活動」と
して校庭周辺の草刈りをしまし
た。６年生児童と保護者を中
心に作業しました。熱中症予防
と感染症対策に気をつけて実
施しました。過ごしやすい環境
になりました。ご協力頂いた保
護者と子どもたち、先生方、約
１５０名の皆様に感謝致します。ＰＴＡクリーン活動

天王小学校 　９月５日土曜日にＰＴＡ奉仕
作業を実施しました。ＰＴＡ会
員と児童・先生方・地域の方々
と共に校内の草刈りや掃除を行
い、校内の美化と会員相互の親
睦を図りました。大変暑い中で
の実施でしたが、多く方が参加
され、おかげで大変きれいにな
り、新たな気持ちで運動会を迎
えることができました。ＰＴＡ奉仕作業

代田小学校 コロナ感染予防対策を徹底
し、今年も当校ＰＴＡ伝統の国
際交流イベント「アミーゴフェ
スティバル」を開催しました。
他国に関わるクイズ、音楽に合
わせ他国の言葉に触れる機会や
チーム対抗のロープコースター
ゲーム等、子ども、保護者、先生、
みんなが一緒になって楽しく懇
親を深めることができました。アミーゴフェスティバル

金屋小学校 　今年度はコロナ感染症の影響
で、学校やＰＴＡ行事の多くが
中止や縮小となってしまいまし
た。ＰＴＡとしては、会員の皆
さんの要望に応え、夏場の子ど
もたちの熱中症対策として冷水
器を１台設置させていただきま
した。また、様々な制約がある
中、一部事業所の方々に協力い
ただき、資源回収を行いました。熱中症対策で冷水器購入

豊小学校 　本校では毎月１回、ＰＴＡ環
境委員会が中心となり「草取り
ボランティア」を開催し、校内
の草取りや落ち葉の片付けなど
を行っています。
　例年８月に開催する校地清掃
は本年度は残念ながら中止とな
りましたが、今後も先生方や地
域の方々と一緒に活動していき
たいです。落ち葉掃き

一宮東部小学校 　例年、本校ＰＴＡでは資源回
収を行います。今年は１１月、雲
ひとつない快晴の中、実施しま
した。車での回収と、集めた資
源をコンテナに積み込むグループ
に分け、１時間程の作業でコン
テナいっぱいになりました。
　ご協力いただいた地域の方、
教職員・保護者の方、そして大
活躍の子どもたちに感謝です。みんなで頑張った資源回収

一宮西部小学校
　１１月１４日（土）に低中高
の２学年ブロックごとの運動会
を開催しました。全校種目がで
きずに残念ではありましたが、
ダンスやソーラン節、徒手体操、
各種競遊にリレーなど、子ども
たちが真剣に取り組む姿が見ら
れ、思い出深い一日となりまし
た。Ｐ役員も器具係のお手伝い
に活躍しました。ブロック別運動会

一宮南部小学校
　ＰＴＡでは年２回、春と秋に資
源回収を行います。４月に予定
していた１回目は新型コロナウイ
ルス感染拡大のため中止になり、
本来なら２回目となる１０月２４日
に第１回資源回収を行いました。
用意したコンテナは、すぐいっぱ
いになりました。６年生の児童
の協力もあり、資源回収を無事
に終えることができました。資源回収

国府小学校 　本校では、米作りを昭和６０
年より児童と行っております。
目的は、生産活動の苦労や収穫
の喜びを味わい、地域の方との
ふれあいを通じ、道徳や学習意
欲の醸成と実践力向上です。国
府小の児童育成支援をＰＴＡの
目線で行っております。今年は
餅つきが出来ず、５年生による
感謝を表現した収穫祭でした。一粒一粒を大切に

桜町小学校 桜町小史上、初めて開催した
「さくらまちフェスタ」では、互い
に協力し合いながら躍動する子
どもたちの姿を見ることができま
した。運動場では、リレーや縄跳
び、ダンスなど、緊張感をもって
練習の成果を発揮しました。また
体育館に展示された造形作品は
表現力にあふれ、子どもたちの思
いが詰まったものばかりでした。一体感があった６年生の演技



赤坂小学校 　コロナ禍で活動が制限される
中、親子、職員で協力し合い、普
段子どもたちだけではできない
所の草取り、草刈りに汗を流し
ました。８月末の暑い日でした
が、作業の合間には、役員の発
案で校庭に設置したミストで涼
をとりました。見違えるほどきれ
いになった学校で、気持ちよく２
学期を迎えることができました。ＰＴＡ奉仕作業

御津北部小学校
　本校では、９月初旬に５・６
年生の親子、他学年保護者、教
職員で、月末の運動会に向けて
校内の草取りと側溝の清掃を行
いました。８時半の開始とはい
え猛暑の中、たくさんの参加を
いただき、自然豊かな校内を見
違えるほどきれいにすることがで
きました。暑い中での協力作業
により、一層交流が深まりました。みんなで学校をきれいに！

萩小学校 　今年はコロナ禍のため、資源
回収、親子奉仕活動、プール当
番などの活動が中止となってし
まいました。子どもたちの安全
のため、交通当番は例年どおり
実施しました。登校時、保護者
が危険個所に立ち、子どもたち
を見守ります。大きな声で挨拶
してくれる子どもたちの笑顔に
元気をもらっています。毎月の交通当番の様子

御津南部小学校
　新型コロナウイルス感染予防
の観点から、本年度はＰＴＡ活
動を大幅に縮小して実施してい
ます。その中で９月１２日にＰ
ＴＡ親子奉仕作業を実施しまし
た。自由参加ではありましたが、
２００名を超えるたくさんの親
子が参加し、校内のいろいろな
場所が見違えるほどきれいにな
りました。ＰＴＡ親子奉仕作業

小坂井東小学校
　私たちの学校ではＰＴＡ活動
の一つとして、親子美化活動を
実施しています。夏休み明けの
土曜日に、子どもと一緒に学校
の清掃活動を行いました。新型
コロナウイルスの影響で、これが
今年度初めてのＰＴＡ活動でし
た。たくさんの皆様に参加いた
だき、親子ともに笑顔で美化活
動に取り組む姿が見られました。親子美化活動

小坂井西小学校 　毎年９月の運動会の前にＰＴ
Ａと子どもたちで学校をきれい
にしようと、親子クリーン作戦
を実施しています。２時間汗を
流しながらコミュニケーション
をとり、側溝掃除や草取り等を
行いました。約２８０名の協力
で、きれいにした学校をみんな
で大事にしていく気持ちが高ま
り、有意義な活動でした。みんなできれいな学校環境に

東部中学校 　本校では、学校・ＰＴＡ・お
やじの会が三位一体となって活
動をしています。コロナ禍で様々
な活動が制限される中、８月８
日におやじの会の発案で豊川市
役所防災対策課の方を講師に
招き、避難所開設防災学習会を
開催し、ＰＴＡも参加しました。
万が一に備える知識を学習でき
る有意義な講習となりました。防災学習の様子

南部中学校 　ＰＴＡ活動の一環として「ゆ
とり講座」を研修委員会の企画
で実施しています。今年度は自
宅で体験できる草木染と、講師
の先生をお招きして陶芸講座を
開催しました。草木染では淡く
優しい色に染まり、感嘆の声が
上がりました。今回も講座を通
して、先生、ＰＴＡ、地域の方々
との親睦が深まりました。　ＰＴＡ作品展示

中部中学校 　どこの家庭でもマスクが不足
した春先には、ＰＴＡ会員が学
校に集まって、マスクを自作し、
全校生徒に配付しました。
　また、午前の体育祭は学校運
動場、午後の文化祭は赤塚山公
園で実施した中中祭では、ＰＴ
Ａ役員が受付で参観者全員の検
温等を行い、コロナ禍の行事運
営に協力しました。マスクづくり

長沢小学校 本校では、今年初めて町内と
協働で防災訓練を行いました。
子どもたちも災害に対する意識
を高めようという目的で、地域
の人と一緒にマンホールトイレの
設置、避難所の開設などの訓練
に取り組みました。真剣な表情
で訓練を体験した子どもたちが、
災害時にも大きな力を発揮してく
れるだろうと力強く感じました。消火器具の取扱いを学ぶ様子



金屋中学校 　金屋中学校ＰＴＡでは、今年
度はいろいろな活動に制限がか
かる中、感染対策に十分配慮を
しながら、リサイクル活動、河
川美化活動などに取り組みまし
た。
　また、保健集会を学年ごとに
行い、保護者とともに、心の健
康について意識を高める活動も
行うことができました。リサイクル活動

一宮中学校 　本校では年２回、資源回収を
行っています。コロナ禍の中、第
１回目が中止になり、８月の個別
懇談会の折に持ち寄り資源回収
として実施しました。２回目の資
源回収は、１２月に予定通り実施
しました。天気にも恵まれ、生徒
や保護者も積極的に活動できまし
た。資源回収の収益は一中生の
ために有効に活用しています。資源回収

音羽中学校 　今秋、ＰＴＡ活動の一環であ
る学校保健集会が開催されまし
た。学校薬剤師さんから「新型
コロナウイルス」について講演
いただき、生徒の行った手洗い
の実験結果などから学校での
感染症予防の留意点を改めて学
びました。互いの健康と人権を
守るためにどう行動していくか、
考える貴重な機会となりました。学校保健集会

御津中学校 　御津中学校ＰＴＡの主な活動
は資源回収です。今年度はコロ
ナの影響で２回行いました。資
源回収を通しＰＴＡ役員との親
睦が深まったほか、ＰＴＡ役員
以外でも中学校のために活動し
ている方や、地元の企業の方と
話す機会が増えてとても楽しい
ひと時でした。次回の活動が今
から楽しみです。資源回収

小坂井中学校 　ＰＴＡ活動の中止が相次ぎ、
様々な制限の中、「何か生徒た
ちを応援したい」と考えた結
果、①夏用マスクとマウスシー
ルドの配付、②グラウンド用テ
ントの購入を実施しました。晴
天の体育大会当日は、新しいテ
ントの下で、元気に仲間を応援
する生徒たちの姿を見ることが
でき、本当に嬉しかったです。新しいテントの下で元気に

西部中学校 　今年度のＰＴＡ活動は、感染
症対策のため、ほとんどの活動
が中止となりました。年度初めの
総会も紙上提案でした。例年は
地区委員と子どもたちで協力し
て行う資源回収を、役員と先生
方のみで実施しました。感染症
対策が求められる中で、ＰＴＡ
が学校に貢献できることを模索
しながら活動を進めています。今年度は役員と先生方で活動

代田中学校 　今年度はコロナウイルスの影
響もあり、地域の方との交流場
でもあるクリーン作戦・バザー
ルを行うことができず、とても
残念でした。
　資源回収・校内除草作業では、
たくさんの生徒・先生・保護者
の皆様に協力・参加していただ
き、三密に注意しながら作業す
ることができました。代中校内除草作業




