
 

 

 

 

 

 
平成 2６年１２月号 vol．2８ 

                     金沢市立長田町小学校 

               校   長 石﨑 美恵 

育友会会長 灰田 敏幸 

 

 先日は大雪で寒い中、たくさんの方々のご協力のうちに第２回資源回収が終わり

ました。本当にありがとうございました。育友会執行部一同、誠に感謝いたしてお

ります。 

 さて、２学期もあと数日で終了し、クリスマス、冬休み、正月と子供たちが楽し

みにしている行事も目白押しですね。今回は１０月に行われましたバザー＆文化祭

のアンケート結果の報告などをしたいと思います。たくさんのご意見をいただき感

謝しております。次年度のバザー＆文化祭に１つでも多くのご意見を反映できるよ

うにと考えております。 

長田町小学校育友会表彰される！！ 

先月、石川県ＰＴＡ連合会より長田町小学校育友会が表彰されました。こ

れも、歴代の育友会役員の皆様、執行部役員の皆様はもちろん、保護者の皆

様方のご理解とご協力の賜物だと思っております。表彰状は学校と相談し３

学期には飾りたいと思っています。 

第７回震災寄贈ベルマーク回収のお知らせ 

 東日本大震災復興支援の一環として、第 7 回の震災寄贈ベルマーク回収を

新年あけて 1 月に以下の日程で実施いたします。マークの業種は問いません。

また、区分け等も必要ありません。たくさんのマークの寄付をよろしくお願

いします。 

 期間：平成２７年１月７日（水）～３０日（金） 

 回収場所：職員室前 

香箱蟹料理教室について 

１２月１２日（金）に食育会館スタジオ DO にて金沢おさかな普及協会主催の香箱蟹料理教室が開催され

ました。１２名の保護者が参加し、金沢の味覚・香箱蟹を堪能しました。 

 

 

 

 



 

第 4 回いじめ・不登校等対策研修会について 

育友会だより vol.2７や別紙お便りでお知らせしましたが、「いじめ・不登校等を考える研修会」を 1 月２３

日に実施します。講師は金沢市福祉局こども福祉課担当課長の今寺誠氏です。児童相談所にも勤務されたことが

あり、多くの事例を経験されている方です。是非、たくさんの方々の参加をお待ちしております。 

 

＜平成２６年度 長田っ子バザーアンケート結果＞ 

【問１】今回のバザーの飲食店模擬店について、いずれかに○をお付けください。 

    良かった ８３ 普通 ２７ 悪かった ０ 回答なし １ 

【問２】飲食店模擬店について、新しいメニューのご提案、ご要望等、どのようなこと

でも結構ですのでご意見をお書きください。 

・どれもおいしくいただきました。ありがとうございます。 

・小学校のバザーに、カレーやうどん、味付けなど本格的に求めることはおかしいと思

います。 

・もうばっちりです。やきとりが楽しかったです。 

・たこ焼きのしょうがが少し多かったようで、子どもたちが辛かったと言ってました。 

・団子がおいしかった。 

・肉まんがおいしかったと思います。 

・めった汁がとてもおいしかったです。 

・おもち 

・ワッフルがとてもおいしかったです。 

・たこ焼きは昨年同様担当の方たちは大変そうでした。揚げたこ焼きにしても良いのではないでしょうか。 

・模擬店の種類も数もよかったと思います。手作りなのが良いと思いました。 

・めった汁よりも豚汁でお願いしたい。 

・ワッフルがおいしかったです。 

・肉まんは良かったと思います。 

・うどん 

・よもぎ団子を購入したのですが、中に髪の毛が入ってました・・・。メニューの種類が豊富で選ぶ楽しみがあ

りました。 

・販売の時間を早めてほしい。 

・お好み焼きもいいなと思います。 

・肉まん、たこ焼きがおいしかったです。焼き芋、楽しみにしていたのですが・・・。今年はメニューになくち

ょっと残念でした（笑） 

・ポップコーン 

・子どもがポテトチップスがおいしかったと申しています。ワッフルがおいしかった！ 

・飲食のメニューが豊富で楽しかった。しかし場所がピロティ体育館などと分散されていて行ったり来たりして

少し困った。（お年寄りや子ども（赤ちゃん連れ）には少し大変かと・・・）イスももう少しほしいと感じた。 

・汁物は残った汁を捨てる場所の確保も必要になるので、いらないかもしれない。喫茶で売るワッフルのような

ものは当日売りにしてはどうでしょうか？肉まん、たこ焼きはよかった。コロッケなてどうでしょう？ 

・いろいろな飲食店模擬店がありよかったと思います。ただ一度に大量に出来上がらず、時間のかかる食べ物が

多いと待ち時間も長くなり大変かなあと思いました。 



 

・パン（菓子）、サンドイッチ 

・パン 

・めった汁がおいしかったです。たこ焼きは焦げていてあまりおいしくなかったので、昨年の揚げたこ焼きが良

いと思います。 

・すごくいろいろな食べ物がありとても良かったです。お世話にお手伝いなどされていた方々にとても感謝だと

思います。 

・たこ焼きがこげていて固かったのが残念でした。失敗したものは出さないほうがいいと思います。 

・食べ物の種類がたくさんあり、準備が大変だったと思います。いろいろ選びすぎて金額が高くなってしまうの

で困ります。 

・めった汁は運ぶのが大変そうだったので、トレーなどがあればよいなと思いました。 

・焼きそばとポテトが少ないと思いました。 

・ワッフルは食べ応えがあり、おいしかった。めった汁は昨年より具が少なかったかな？と思う。 

・早々に売り切れているものが多かったので、もう少し多くあればよかったです。 

・油系のものが多いので、あっさり系がもう少しあっても良いと思いました。 

・当日券を買わずにその場で買えるといいなと思いました。当日分をもう少し増やすと良いと思います。 

・お団子は売り場では当日分はないのですか？食券はいりますか？と数人の方に聞かれました。 

・いろいろなメニューを用意して頂いて、とても有難く美味しく頂きましたが、できれば一ヶ所（ピロティだ

け・・・など）で食券と交換できたらうれしいです。 

・綿菓子がよかった。食券があればなおいい。 

・当日券を増やしてください。 

・他の学校の模擬店に比べ料金が高かったように思いました。（某小学校焼き鳥５本入り２００円でした） 

【問３】バザーの即売会（今年は児童玄関付近において開催しました）について、いずれかに○をお付けくださ

い。 

    良かった ４３ 普通 ６１ 悪かった ４ 回答なし ５ 

【問４】即売会について、販売場所や値段、陳列の仕方など、どのようなことでも結構ですので、ご意見をお書

きください。 

・行っていないのでわかりません。 

・すみません、見ることができませんでした。 

・販売する品物の種類が増えると良いと思いました。 

・児童玄関付近でバザーをしている事はすぐ気がつき、とても良い場所でした。体育館

も見やすい所でした。 

・体育館に行きやすくなりよかったです。 

・お野菜の種類がたくさんあると嬉しいです。 

・食べる所（座る所）を増やしてほしい。 

・もう少し量が集まればよいと思いました。 

・場所が少し狭かったように思えました。（暗いし・・・）人の出入りが激しかったのでゆっくり見れませんで

した。 

・値札を大きくしてほしい。 

・販売場所は皆が集まるメインの場所にあった方が良かったと思います。値段も大きく表示したほうが良いと思

いました。 

・場所は以前のところ（職員玄関側の階段付近）のほうが、広々としているので、立ち止まりやすかったし、わ

かりやすいと思います。 



・値段が少し高く感じた（卵）。 

・もう少し広いところでされてはいかがでしょうか？ 

・地味だった印象。場所のせいかも。 

・場所が狭く見づらかった。「制服」「雑貨」等何がどこにあるかわかりやすい POP があるとよいと思います。 

・体育館近くの階段のほうが人がよく通ってよいと思いました。 

・即売会で制服を購入しましたが、その際係りの方から、バザー開始時間の声掛けがあったので、時間を待って

売り場に行ったら、いいなと思っていたのがなくなっていて、あれ？と思いました。始まるまでに他の方がキー

プしていたようだったので、きちんとルールを決めてほしかったです。 

・場所が児童玄関前でよかったと思う。 

・子どもはゲームをするのに校舎内に入るが、私は校舎には用事がないので行かず、即売会を見ませんでした。

なので、体育館、ピロティ側で販売してくれると見に行こうかなと思うかも・・・。ねぎをピロティまで売りに

来てくれたので買いましたが、新鮮でお得でした。 

・見ていないのでわかりません。 

・場所が少し地味なように思えました。児童玄関１ヶ所と教室１ヶ所、物を集めて２ヶ所でやるのもよいかもし

れません。 

・値段がわかりづらかった。金額ごとに並べたり工夫すると良いと思う。 

・子供服のあり方を考えていく必要あり。 

・販売場所が少しわかりにくかったです。 

・販売開始の時間が曖昧でした。 

・ちょっと見にくいかな。 

・前のように広々とした販売が良かった。 

・体育館やピロティなど多くの人が集まっている所で開催していた方がわかりやすい気がしました。 

・物品集めを学校に行く機会がある日を含めてほしい。体育館に向かいたいので、児童玄関側で良かったと思う。

遠くからでも○○（物品）△△円！とわかる表示があると寄りやすいです。 

・野菜がねぎだけだったので、もっと他のアイテムも増やしてほしい。 

・できればピロティの一角か体育館の一角に場所があると多くの人が見れる。わざわざ足を運ばないといけない

ので見に行く人も少なくなるか？と思われる。 

・体育館でもよかったのでは。あまりゆっくり見れなかったのですが、少し商品が見づらかったです。 

・商品が少ないこともあったかもしれませんが、見る場所が狭すぎて後ろから見ようと思えませんでした。 

・場所が暗く狭かったように思います。 

・中古の制服、とても助かります。もっといろいろなサイズがあると良いですね。卒業予定の６年生とかに次に

使わないときは出してもらえるように卒業前に声かけしてバザーよりもっと早くに集めておけばいいと思いま

す。 

・玄関前は狭かったように思います。 

【問５】体育館ステージの催し物について、いずれかに○をお付けください。 

    良かった ７０ 普通 ３８ 悪かった １ 回答なし ２ 

【問６】体育館ステージの催し物について、ご意見がありましたらお書きください。 

・合唱が本当にすばらしくて感動しました。 

・明るい雰囲気でした。GOOD！ 

・今までどおりで十分楽しめます。 

・よさこい 

・５，６年のよさこいがよかった。 

 



 

・１曲ではなく、せめて２曲聴きたかった。 

・子どもの参加イベントなどあると楽しそう。 

・歌が１曲しかなかったのがさみしかったです。もっとボリュームがあればなと思いま

した。 

・寂しいステージでした。 

・プログラムの時間よりも早く進行がされたようで、時間に行ったときには既に終わっ

ていたので戸惑いました。 

・小学生のステージより保育園児のステージ時間が長かったので、拍子抜けしました。保育園児はかわいかった

ですが。 

・あちこち見て回っているとステージはじっくり見られませんでした。 

・時間的にちょうど良かったと思いますが、観ている方が少ないと出演者の方が気の毒だなと思いました。 

・５，６年のソーラン節、迫力があって素敵でした。オープニングにふさわしかったです。 

・観ていないのでわかりません。 

・長田っ子ソーランでのオープニングは素晴らしいと思いました。今年は歌が多く楽しかったです。 

・ピロティに居たのですが、初めの方は体育館の放送が入らなかったので、残念でした。→途中から入りました。 

・良かったと思います。 

・ピロティにモニターを置いて映し出せないだろうか・・・。長田中３年の最優秀作品の演劇を披露するのはど

うでしょう？ 

・５，６、年のソーランはもちろんの事、ハーモニー集会の分をこの日に発表しても良いかと思いました。（土

日曜日の方が町内会の方々、父親等も見れるから） 

・小１，２年生の歌、もう１曲あってもよかったかと思います。 

・全部良かったです。 

・たくさんあって楽しめました。 

・今回は模擬店手伝いとしてステージ見学の時間が少なかったのであまりわからない。ステージでの放送がピロ

ティにも流れていたほうが一体感があってよいと思う。 

・催しは良かったですが、イスの配置が気になりました。大人が座ってビデオを構えてしまうと子どもが見られ

ないなど。 

・客席をもう少し前に集めてもよかったのでは。ステージと客席の距離があるように感じました。（その他の催

し物（←はしごのぼり等）で必要な距離なのかもしれませんが） 

・ピロティでスピーカーから聞いていたのですが、少し聞きづらかったです。音が大きすぎました（ブラスバン

ド）。 

・普段見れないものもあり楽しかったです。 

・５，６年のよさこいで始まったのが良かったと思います。来年も続けてほしいと思いました。 

【問７】今後のバザーで、企画してほしいイベント、そのほかご意見、ご要望などありましたらお書きください。 

・イスやテーブルが足りないのではないでしょうか。 

・土曜日に仕事があり多忙なので、バザーなどの行事は日曜日に開催してくれたらうれしいですね。 

・保護者（育友会）や先生方の参加ステージ 

・飲食物がバザーの価格ではない。高すぎる。 

・わかりません。とりあえず今年のような雰囲気で良いと思います。ゲームとかも楽しかったです。 

・パンフラワー教室、子どもが喜んでいました。 

・かわいい手作り品を買いたい。中古品は必要だと思わなければ買わないが、食品や高くない手作り品はバザー

の資金のためと思い、多めに買える。 



 

・子どもの作品の展示、夏休みの作品など。 

・役員の方の負担が大きくて申し訳なく思いました。 

・体育館のステージの流れ具合が学校内の教室まで聞こえたら、放送などで分かれば、教室で仕事をなさってた

役員の方などは交代しやすかったのでは・・・と思いました。 

・子どもたちが作ったものの販売。 

・特になし。今の状態でいいと思う。 

・特になし。あ。プルトップとかキャップの事、もっと宣伝してバザーの時、持ってきてもらえたらいいんじゃ

ないですかね。 

・文化祭のパンフレットを持っている人はどこに何があるか場所がわかると思うのですが、ない人は探すのが大

変だな～と思いました。地図や見取り図などが各階にあれば便利かと・・・。 

・長田以外の校下から、お子さんの出し物を見にこられていたお母さんが、「長田の文化祭は盛大で良いですね。」

とおっしゃっていました。それを聞いて長田は児童数は少ないけれど盛りだくさんの文化祭でよかったなーと思

いました。 

・もうばっちりです。準備等本当にありがとうございました。 

・バザー楽しかったです。子どももとても楽しかったと言っていました。 

・毎年楽しいです。特にパンフラワーとオリエンテーリングを楽しんでいました。ワッフル、お団子、長田バナ

ナどれもおいしかったです。来年もわたあめお願いします。←長くお店が開いていてうれしかったです。二つ食

べました。 

・飲食店模擬店のメニューはどれも美味しいと子どもも大好評です。役員の方々の御尽力のお陰です。ありがと

うございます。 

・育友会執行部の方々の負担が大きいと思うので、もう少しコンパクトにして無理のない範囲でいいのではない

かと思います。大変お疲れ様でした。 

＜バザー以外の育友会活動に関するアンケート＞ 

【問１】現在実施している行事（フェスタ、バザー等）以外に、育友会での活動で企

画してほしい行事がありましたら、ご自由にお書きください。 

・特になし。現状でよいと思います。 

・今の程度で OK だと思います。 

・料理教室 

・もちつき 

・いじめ研修会はぜひ続けていってほしい。やるまい会もっとがんばってほしい。そ

のためにはお父さんたちが積極的に参加してもらいたい。 

・現状でいいと思います。 

・もちつき 

・いつも楽しい行事をありがとうございます。今のままで十分だと思います 

・もう少し行事を減らしても良いのではないか？と思います。育友会の方々も大変そうですし・・・。 

・今年の行事、とても楽しいです。 

【問２】育友会活動に対するご意見、ご要望がありましたら、お書きください。 

・特にないです。いつもご苦労さまです。 

・子どもたちのためにいつもありがとうございます。 

・大変だと思いますが、がんばってください。 

・いつも準備、片付けなど大変な中、ありがとうございます。 

・いつもお世話様です。幅広い学年、人数、意見を組み入れて運営していく大変さを感じています。もう少し皆



 

が気軽に活動に参加できる雰囲気になるといいですね（難しそうですが）。本当にお疲れ様です。各委員さんが

具体的にどのような活動をされているか、もっと分かると次自分が引き受ける時の参考になるかなと思います。 

・たくさん活動されているように思います。お疲れ様です。 

・楽しい企画をありがとうございます。 

・役員は他関連役員と重複しないようにしてほしいです。（地区委員、小連役員等） 

・ご苦労様です。いつもありがとうございます。 

・いつもいろいろな活動を役員の方々が企画運営してくださってありがとうございます。役員の方の負担が大き

すぎるのではないかと感じることがあります。 

・見守り隊できる範囲でよいので保護者に出席してもらいたいです。不審者に対する対策を学校、地域、防犯、

交番と連携をとっていかなければならないと思う。 

・いつもお忙しい中、活動して頂き感謝しています。ご苦労様です。 

・今回のバザーでよく目にしたのは、子どもたちが所々で DS を持ってゲームばかりしているのが目に付いて育

友会行事とはいえ、学校地域の行事なので、とても考えさせられました。もちろん持たずに楽しんでいる子ども

たちもたくさんおりましたが、やはりゲーム機の持ち込みは禁止にするべきでは・・・と思いました。 

・役員さんの負担を減らせるよう行事など（特に親の）見直してもよいのかもしれません。育友会は大変だ、や

りたくない、という雰囲気が変えられたらいいと思います。執行部の方々も役員の委員長さんも月に一度ぐらい

夜集まっているとお聞きしていますが、会議の頻度を減らすとか昼話し合えることは昼決めるとか・・・（そん

な会議に出ていないのに勝手なことを書いてごめんなさい）よい方向に変えられたらいいと思います。 

・準備から後片付け等お疲れ様でした。 

・皆さん大変忙しい中、本当にがんばっていただいており感謝しています。働く人も無理なく参加できる育友会

や委員会活動を望みます。 

・いつも子どもたちのために活動（役員の方）をしてくださりありがとうございます。一部の育友会会員だけで

なく全会員が一丸となり様々な行事に取り組めるようになっていくべきと思います。 

・皆さん、お仕事をしながら本当に大変だったと思います。ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

・いつもありがとうございます。 

・他校に比べ、生徒数の少ない学校なのに、育友会行事が多いように思えます、親の負担が増えるだけだからバ

ザーかフェスタどちらかで十分だと思う。育友会役員の選出方法も根本から変えるべきだと思う。執行部の負担

が大きすぎます。 

・特になし。育友会役員の方々、いろいろ大変だったと思います。ありがとうございました。 

・準備や企画大変だと思います。ありがとうございます。 

・特になし。いつもありがとうございます。 

・楽しかったです。準備片付けお疲れ様でした。ありがとうございました。 

・いつもありがとうございます。おかげで子ども共々楽しませていただいています。 

・執行部のみなさん、お疲れ様でした。子どもたちもすごく楽しんでいました。 

・日頃は、学校児童のための色々な企画や運営ならびにお世話をしてくださり誠にあり

がとうございます。 

・執行部の方々、いつもお疲れ様です。準備など大変だったと思いますが、お陰さまで

楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。 

・いつもありがとうございます。 

・新幹線のオリエンテーリングなど、レベルが高くて感激しております。とっても参考になります。豊かな考え、

学校教育に取り入れていきたいです。本当に本当にありがとうございました。６年生は中学生になっても来た

い！と言ってました。 


