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★ＰＴＡ会長あいさつ

本日は、ＰＴＡ主催のオープンスクール
にお集まりいただきまして、誠にありがとうござ
います。
今年度をもちまして、本校は閉校となり、
来年度から松川中央小学校へ統合となりま
す。このたび、ＰＴＡ主催で「オープンスクー
ル」を計画しました。
思い出に残るようなイベントを考え、用意

しましたので、お時間の許す限り、ごゆっくりと
楽しんでいってください。

ＰＴＡ会長 橋場健一

★閉校事業委員長あいさつ

松川東小学校PTAオープンスクールに、
お越しくださり、誠にありがとうございます。
松川東小学校の閉校は、われわれ卒業
生にとって、本当につらくさびしいことでござい
ます。しかしながら、その思い出をいつまでも大
事にして、皆様といっしょに共有できるよう、多
くの企画を考えました。
このひととき、皆様がしあわせな気持ちにな
り、そのしあわせが明日への活力となりますこと
を願ってやみません。

閉校事業委員長 松下 聡
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《イベントのご案内》

●開会式 １３：３０
①開会のことば
②ＰＴＡ会長あいさつ
③学校長あいさつ
④諸注意・連絡事項
⑤閉会のことば

●思い出のアルバム
□デジタル化した過去の写真のスライドショーをランチルーム（喫茶
東小）で放映します。

□写真画像が欲しい方には、メールにて無料でお届けします。
□スライドショーのＤＶＤもご希望を承ります。

⇒詳しくは３ページへ

●タイムトリップツアー
□スタンプラリーをしながら、思い出の校舎・敷地を巡りませんか？
□スタンプ完成者にはサプライズ？があるかも。

⇒詳しくは４ページへ

●メモリーレター
□懐かしい先生へのメッセージをハガキにして送りませんか？

⇒詳しくは７ページへ

●メモリーボード
□大きな掲示板に、寄せ書き風にメッセージを残しませんか？
卒業生に皆様の記念品として大切に保管したいと思います。

⇒詳しくは11ページへ

●喫茶東小
□腰を落ち着かせて同級生と思い出を語り合いませんか？
ランチルームにフリードリンク・フリースナックをご用意しており
ます。

⇒詳しくは11ページへ

●撮影会
□最後の記念集合写真をみんなで撮りましょう。
撮影した画像は後日ネットからダウンロードできます。

⇒詳しくは12ページへ
●開会式 １５：４５
①開会のことば
②実行委員長あいさつ
③参加者代表あいさつ
④校歌斉唱
⑤閉会のことば
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思い出のアルバム

☆場所：ランチルーム
☆約１２００枚の懐かしい思い出写真
をスライドショーにして放映します。

●希望写真について
□スライドショーに使われた写真画像は、体育館に掲示しております。

□コピーがほしい画像ファイルがありましたら、巻末（ 13 ページ）の申込書に、写
真の番号を記入して、総合受付（体育館）までお申し込みください。

□画像ファイルは後日、メールでお届けいたします。「データ便」サービスを利用
することがありますので、「@datadeliver.net 」からのメールを受信できるよう
に、迷惑フィルタの設定などご留意ください。

□画像ファイルのコピーは、料金を頂きません。無料です。

●ＤＶＤコピーについて
□スライドショー全体のコピーを希望の方には、ＤＶＤにてお渡しすることができ
ます。巻末の申込書に、必要事項を記入して、総合受付（体育館）までお申
し込みください。

□後日、お申込みいただいた住所に、ＤＶＤをお送りいたします。

□ＤＶＤ１枚につき、３００円になります。（実費や送料など）

●画像の取り扱いについて
□写真の特性上、プライベートな利用目的に限り、データをお渡しするもので
す。ブログやフェイスブックなどネット上での公開や、不特定多数へのコピー
配布はご遠慮ください。
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タイムトリップツアー

＜場所：全校＞
スタンプラリーをしながら、思い出の校舎・敷地
を巡りませんか？
＊スタンプ完成者にはサプライズ！があるかも？

●スタンプラリーの楽しみ方
□次ページの地図を参考に、校舎内８か所、校舎外４か所のチェックポイント
を回ります。

□各チェックポイントにはスタンプが用意してあります。８ページのシートにスタン
プを押して、合計１２か所分のスタンプを集めます。

□スタンプを集め終わったら、総合受付（体育館）までお持ちください。ささや
かながら記念品をお渡しいたします。

●スタンプの取り扱い
□各チェックポイントのスタンプはヒモなどで固定されていますので、持ち出さな
いようにお願いします。

□スタンプインクなどでご自身の体や服飾品などを汚さないようにご注意くだ
さい。

●雨天時の対応
□雨天の場合は、校舎内８か所のみがチェックポイントとなります。
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メモリーレター

＜場所：３Ｆ視聴覚室＞
担任だった懐かしい先生へのメッセージをハ
ガキにして送りませんか？
久しぶりの便りに、先生もきっと喜ばれると思い
ます。

●ハガキの買い方
□総合受付（体育館）にて、切手の無い無地のハガキを１枚５２円で販売してお
ります。この代金は、後日投函する郵送料（切手代）として頂戴しておりま
す。

□購入したハガキを書き損じてしまったら、総合受付（体育館）にて無料で交
換いたします。

●あて先の書き方
□次ページに郵送できる先生方の一覧表がありますので、ハガキを送りたい先
生を選び、あて名面の上部（郵便番号を書くあたりの場所）に鉛筆で先生の
姓名をお書きください。

□あて名面には、送りたい先生の姓名以外は書かないでください。

●ハガキの書き方
□校舎３階、視聴覚室に筆記用具と机を用意しております。こちらの部屋で先
生へのメッセージをお書きください。

●ポストに投函
□総合受付（体育館）に専用ポストを設置しています。こちらに投函してくださ
い。

□投函前にもう一度、先生の姓名が鉛筆書きされていることをご確認ください。

●発送
□お預かりしたハガキは当会が責任を持って、後日、住所を補完して郵送いた
します。
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～なつかしい先生方のお名前～
校長 長　隆 校長 長　隆 校長 長　隆
教頭 中井　博 教頭 中井　博 教頭 中井　博
１年 松崎　ひろ子 １年 多田　忠彦 １年 手塚　恒人
２年 吉川　五郎 ２年 松崎　ひろ子 ２年 牛山　智子
３年 大島　重美 ３年 吉川　五郎 ３年 松崎　ひろ子
４年 塩原　喜代治 ４年 大島　重美 ４年 吉川　五郎
５年 手塚　恒人 ５年 武居　力 ５年 大島　重美
６年 多田　忠彦 ６年 手塚　恒人 ６年 武居　力
養護 亀割　清子 養護 新井　孝子 養護 亀割　清子
栄養士 白井　紀子 栄養士 白井　紀子 栄養士 白井　紀子
給食 下澤　ちゑ子 給食 下澤　ちゑ子 給食 小倉　千栄子
公仕 鎌倉　豊子 公仕 鎌倉　豊子 公仕 鎌倉　豊子

校長 松沢　啓二 校長 松澤　啓二 校長 村松　有光
教頭 大沢　邦夫 教頭 大澤　邦夫 教頭 大澤　邦夫
１年 竹居　力 １年 木下　進 １年 長瀬　めぐみ
２年 星野　政信 ２年 岡田　和子 ２年 木下　進
３年 牛山　智子 ３年 星野　政信 ３年 岡田　和子
４年 松崎　ひろ子 ４年 牛山　智子 ４年 北村　久雄
５年 北村　久雄 ５年 竹内　稔 ５年 平林　伸一
６年 大島　重美 ６年 北村　久雄 ６年 竹内　稔
養護 亀割　清子 養護 牧野　六子 養護 牧野　六子
栄養士 白井　紀子 栄養士 栄養士 栄養士 伊藤　絹子
養護 後藤　文子 公使 鎌倉　豊子 公使 鎌倉　豊子

給食婦 小倉　千栄子 給食婦 小倉　千栄子

校長 村松　有光 校長 村松　有光 校長 村松　有光
教頭 佐藤　克郎 教頭 佐藤　克郎 教頭 佐藤　克郎
１年 林　朝子 １年 福澤　育子 １年 片桐　道則
２年 長瀬　めぐみ ２年 小林　美智子 ２年 福澤　育子
３年 木下　進 ３年 平林　伸一 ３年 小林　美智子
４年 岡田　和子 ４年 木下　進 ４年 猿田　秀和
５年 片桐　道則 ５年 上條　淳男 ５年 貝原　豪
６年 平林　伸一 ６年 片桐　道則 ６年 上條　淳男
養護 牧野　六子 養護 牧野　六子 養護 竹内　富美子
栄養士 伊藤　絹子 栄養士 伊藤　絹子 事務 宮下　俊子
公使 鎌倉　豊子 公使 鎌倉　豊子 公使 鎌倉　豊子
給食婦 小倉　千栄子 給食婦 北宮　千百合 給食婦 北宮　千百合

校長 清水　昌恭 校長 清水　昌恭 校長 清水　昌恭
教頭 柳澤　孝雄 教頭 柳澤　孝雄 教頭 柳沢　孝雄
１年 上條　淳男 １年 貝原　豪 １年 山田　拓
２年 山田　拓 ２年 池山　あゆ美 ２年 木下　志保里
３年 矢澤　育子 ３年 山田　拓 ３年 池山　あゆ美
４年 小林　美智子 ４年 名取　砂由美 ４年 吉池　広明
５年 猿田　秀和 ５年 町田　芳江 ５年 名取　砂由美
６年 貝原　豪 ６年 湯澤　秀和 ６年 町田　芳江
養護 竹内　富美子 養護 竹内　富美子 養護 赤羽　みゆき
事務 松下　照子 事務 松下　照子 事務 松下　照子
栄養士 宮下　俊子 栄養士 宮下　俊子 栄養士 宮下　俊子
公使 鎌倉　豊子 公使 鎌倉　豊子 用務員 鎌倉　豊子
給食婦 北宮　千百合 給食婦 北宮　千百合 給食婦 北宮　千百合
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校長 平沢　義郎 校長 平沢　義郎 校長 平沢　義郎
教頭 三田　亨 教頭 三田　亨 教頭 三田　亨
１年 町田　芳江 １年 池山　あゆ美 １年 市瀬　百合子
２年 山田　拓 ２年 清水　幸広 ２年 岡田　千鶴
３年 木下　志保里 ３年 市瀬　百合子 ３年 清水　幸広
４年 池上　あゆ美 ４年 木下　志保里 ４年 金山　賢
５年 吉池　広明 ５年 片桐　実 ５年 木下　志保里
６年 名取　砂由美 ６年 吉池　広明 ６年 片桐　実
養護 赤羽　みゆき 養護 赤羽　みゆき 非常勤 小笠原　昭司
事務 松下　照子 事務 松下　照子 養護 赤羽　みゆき
栄養士 宮下　俊子 栄養士 宮下　俊子 事務 北沢　芳明
用務員 鎌倉　豊子 用務員 中山　茂子 事務 近藤　純子
給食婦 北宮　千百合 給食婦 平島　多美子 栄養士 宮下　敏子

用務員 今村　茂子
給食婦 平島　多美子

校長 平沢　義郎 校長 隼田　親繁 校長 隼田　親繁
教頭 青島　洋祐 教頭 青島　洋祐 教頭 青島　洋祐
１年 片桐　実 １年 木下　志保里 １年 北沢　尚子
２年 市瀬　百合子 ２年 片桐　実 ２年 木下　志保里
３年 岡田　千鶴 ３年 北沢　尚子 ３年 金山　賢
４年 斉藤　隆 ４年 岡田　千鶴 ４年 新海　弘文
５年 金山　賢 ５年 斉藤　隆 ５年 毛涯　美鈴
６年 木下　志保里 ６年 金山　賢 ６年 斉藤　隆
養護 松原　紀子 養護 松原　紀子 養護 松原　紀子
事務 北澤　芳明 事務 北澤　芳明 事務 北澤　芳明
事務 近藤　純子 事務 竹内　淳子 事務 竹内　淳子
栄養士 竹村　香代子 栄養士 竹村　香代子 栄養士 竹村　香代子
用務員 今村　茂子 用務員 望月　裕子 用務員 望月　裕子
調理員 平島　多美子 調理員 平島　多美子 調理員 平島　多美子
校長 隼田　親繁 校長 小林　忠三 校長 小林　忠三
教頭 傳田　喜信 教頭 傳田　喜信 教頭 傳田　喜信
１年 西澤　美和 １年 鷲田　俊一 １年 林　宏美
２年 北沢　尚子 ２年 西澤　美和 ２年 鷲田　俊一
３年 近藤　隆彦 ３年 北沢　尚子 ３年 西澤　美和
４年 原　寿美子 ４年 近藤　隆彦 ４年 近藤　隆彦
５年 新海　弘文 ５年 原　寿美子 ５年 等々力　雅友
６年 毛涯　美鈴 ６年 新海　弘文 ６年 原　寿美子
養護 松原　紀子 養護 野口　浩子 養護 野口　浩子
事務 竹内　淳子 事務 高橋　真紀 事務 高橋　真紀
事務 北澤　芳明 栄養士 竹村　香代子 栄養士 小木曽　かずみ
栄養士 竹村　香代子 用務員 望月　裕子 用務員 望月　裕子
用務員 望月　裕子 調理員 槙平　かほる 調理員 槙平　かほる
調理員 平島　多美子 　 司書 倉田　由美子
校長 小林　忠三 校長 佐藤　秀雄 校長 佐藤　秀雄
教頭 井上　康良 教頭 井上　康良 教頭 井上　康良
１年 谷内　恵美 １，２年 谷内　恵美 １，２年 田口　康子
２年 林　宏美 ３年 林　宏美 ３年 木下　聡
３年 鷲田　俊一 ４年 等々力　雅友 ４年 林　宏美
４年 梶谷　祐介 ５年 梶谷　祐介 ５年 等々力　雅友
５年 田口　康子 ６年 田口　康子 ６年 梶谷　祐介
６年 等々力　雅友 養護 及川　京子 養護 及川　京子
養護 野口　浩子 事務 高橋　真紀 事務 原田　春海
事務 高橋　真紀 栄養士 小木曽　かずみ 栄養士 大野　美雪
栄養士 小木曽　かずみ 用務員 平島　多美子 用務員 平島　多美子
用務員 望月　裕子 調理員 宮脇　好子 調理員 宮下　祐子
調理員 宮脇　好子 司書 倉田　由美子 司書 倉田　由美子
司書 倉田　由美子
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校長 佐藤　秀雄 校長 水上　博之 校長 水上　博之
教頭 田中　敏子 教頭 田中　敏子 教頭 野原　廣人
１，２年 木下　典子 １，２年 木下　典子 １，２年 木下　典子
３，４年 木下　聡 ３，４年 木下　聡 ３，４年 松島　一夫
５年 松島　一夫 ５年 中村　哲 ５，６年 中村　哲
６年 等々力　雅友 ６年 松島　一夫 専科 木下　聡
養護 及川　京子 養護 大平　郁子 講師 中村　麻起子
事務 原田　春海 事務 原田　春海 養護 大平　郁子
栄養士 大野　美雪 栄養士 大野　美雪 事務 原田　春海
用務員 平島　多美子 用務員 松尾　雅子 栄養士 大野　美雪
調理員 宮下　祐子 調理員 福与　典子 用務員 松尾　雅子
司書 倉田　由美子 調理員 米沢　巳奈子

司書 倉田　由美子
校長 水上　博之 校長 北原　宏 校長 北原　宏
教頭 野原　廣人 教頭 野原　廣人 教頭 松江　剛弘
１，２年 木下　典子 １年 木下　典子 １年 岩原　陽一郎
３，４年 内山　文洋 ２年 佐々木　史子 ２年 佐々木　史子
５，６年 中村　哲 ３，４年 三井　陽介 ３，４年 三井　陽介
講師 春日　成美 ５，６年 内山　文洋 ５年 手塚　恒人
養護 大平　郁子 講師 春日　成美 ６年 内山　文洋
事務 川合　亮 養護 大平　郁子 養護 渡邉　瑞枝
栄養士 米山　亜由美 事務 川井　亮 事務 川井　亮
用務員 松尾　雅子 栄養士 米山　亜由美 栄養士 宮下　俊子
調理員 米沢　巳奈子 用務員 松尾　雅子 用務員 松尾　雅子
司書 倉田　由美子 調理員 岡村　満智子 調理員 岡村　満智子

司書 倉田　由美子 司書 倉田　由美子
支援員 井上　清枝 支援員 鈴木　利夫

校長 南波　洋子 校長 南波　洋子 校長 高森　広治
教頭 松江　剛弘 教頭 赤羽　秀俊 教頭 赤羽　秀俊
２年 佐々木　史子 １年 山崎　哲矢 ２，４年 山崎　哲矢
３年 瀧澤　幸広 佐々木　史子 ４年 手塚　恒人
４年 武重　由貴 瀧澤　幸広 ５年 瀧澤　幸広
５，６年 三井　陽介 平松　みどり ６年 平松　みどり
専科 手塚　恒人 手塚　恒人 養護 渡邉　瑞枝
特支支援 鈴木　利夫 支援 鈴木　利夫 事務 松浦　三枝
養護 渡邉　瑞枝 養護 渡邉　瑞枝 支援員 鈴木　利夫
事務 松浦　三枝 事務 松浦　三枝 栄養士 宮下　俊子
栄養士 宮下　俊子 栄養士 宮下　俊子 用務員 遠山　和人
用務員 遠山　和人 用務員 遠山　和人 調理員 伊藤　英子
給食調理員 岡村　満智子 調理員 伊藤　英子 司書 倉田　由美子
司書 倉田　由美子
校長 高森　広治 校長 高森　広治
教頭 宮下　敏英 教頭 宮下　敏英
１，３年 山崎　哲矢 ２年 中山　真樹
１年 春日　成美 ４年 山崎　哲矢
５年 平松　みどり ６年 平松　みどり
６年 瀧澤　幸広 養護 三石　直子
養護 松原　紀子 事務 松浦　三枝
事務 松浦　三枝 栄養士 林　静子
支援員 鈴木　利夫 用務員 遠山　和人
栄養士 宮下　俊子 調理士 伊藤　英子
用務員 遠山　和人 司書 倉田　由美子
調理員 伊藤　英子
司書 倉田　由美子

平
成
２
５
年
度

平
成
２
６
年
度

平
成
１
９
年
度

平
成
２
０
年
度

平
成
２
１
年
度

平
成
２
２
年
度

平
成
２
３
年
度

平
成
２
４
年
度

平
成
１
６
年
度

平
成
１
７
年
度

平
成
１
８
年
度
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メモリーボード

＜場所：３Ｆ視聴覚室＞
大きな掲示板に、寄せ書き風にメッセージを残しませんか？卒業生に皆様の記念
品として大切に保管したいと思います。

●寄せ書きの書き方など
□校舎３階、視聴覚室に筆記用具と机を用意しております。こちらの部屋でメ
ッセージをお書きください。

□サインペンなどで、ご自身の体や服飾品を汚さないようご注意ください。

喫茶東小
＜場所：１Ｆランチルーム＞
腰を落ち着かせて同級生と思い出を語り合いませんか？ランチルームにフリ
ードリンク・フリースナックをご用意しております。

●飲食について
□飲食は喫茶東小（ランチルーム）内にてお願いします。室外での飲食はご遠慮
ください。

□ドリンク類、スナック類の室外持ち出しはご遠慮ください。

●ゴミについて
□飲み残しの飲料はシンクに流し捨て、紙コップを備え付けのごみ箱へ入れて
ください。

□スナック類の包装紙などは、ビニール・プラスチック専用のごみ箱へ入れてく
ださい。

●スライドショー機器について
□機器類には、お手を触れないようにお願いします。
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撮影会

＜場所：体育館＞

●集合時間
□１５：２０に、体育館に集合してください。

●画像の配布
□後日、ネットからダウンロードできるようにいたします。

□配布は公式ブログやツイッターの公式アカウントにてお知らせい
たします。

公式ブログ）http://goodbyehigashi.blogspot.jp
ツイッター）https://twitter.com/goodbyehigashi

連絡先

＊後日、お問い合わせ等ございましたら、下記までご連絡くだ
さい。よろしくお願いいたします。

東小ＰＴＡ事務局（松川東小学校内）：０２６５－３６－２３０３
松川東小学校ＰＴＡ公式メールアドレス：

goodbye.higashisho@gmail.com

 

領収書 
平成２６年１１月２２日 

                      様 
金５００円 

但し松川東小学校オープンスクール会費として 
松川東小学校ＰＴＡ 

会長 橋場健一 
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写真画像データ申込書 

お名前  

メールアドレス ＠ 

●メールアドレスに誤りがあると、データをお届けできません。正確にご記入ください。 

 

■写真番号 

．ｊｐｇ ．ｊｐｇ ．ｊｐｇ ．ｊｐｇ 

．ｊｐｇ ．ｊｐｇ ．ｊｐｇ ．ｊｐｇ 

．ｊｐｇ ．ｊｐｇ ．ｊｐｇ ．ｊｐｇ 

．ｊｐｇ ．ｊｐｇ ．ｊｐｇ ．ｊｐｇ 

．ｊｐｇ ．ｊｐｇ ．ｊｐｇ ．ｊｐｇ 

 

ご記入の上、総合受付（体育館）までお持ちください。 

 

 

スライドショーＤＶＤ申込書 

 

希望枚数 枚 

お名前  

お届先住所 

〒 

 

ご記入の上、総合受付（体育館）までお持ちください。 

 


