
                                                            

 

 

 

 

   

あっという間の１学期でした。西の子は、本当によく頑張りましたよ。 

①欠席者が少なかったこと（全校欠席０が１９日）※元気に登校する子が多い。 

②ニコちゃんマーク運動を頑張ったこと（あいさつと掃除が良くなった。） 

③植物や野菜が、大きく育ったこと(３m近くの向日葵と５０ｋｇのじゃがいも） 

これらは、６年生が中心になって活動を進めてくれたことが大きいです。西

校の最高学年として、学校行事等でもよく頑張ってくれました。いよいよ長い夏休みが始まり

ます。１学期で身に付けた力を家庭や地域で生かしてほしいと思います。そのために、 

①家族や地域の人にも、学校と同じようにあいさつをする（本当のあいさつの力を付ける） 

 ②規則正しい生活をする（学習や生活の決まり・ラジオ体操・プール等に頑張ること） 

 ③お手伝い（仕事）をする（家族でよく相談して、毎日できる仕事を見つけて） 

の３つです。頑張った人には、２学期が始まってからニコちゃんマーク(あ･い･う)を渡します。

保護者の皆様が、評価してあげてください。ご協力よろしくお願いします。 

ＰＴＡ教育講演会（成人教養委員会主催）  ７月１６日（日） 

   ～ 心に響け！大日太鼓 親子でリズムを奏でよう！！ ～  

 ＰＴＡ成人教養委員会主催の大日太鼓による演奏会が体育館で行

なわれました。蒸し暑い日でしたが、３曲の太鼓演奏を聴いた後に

ミッキーマウスの曲に合わせてリズム打ちの体験をしました。力強

いバチさばきから広がる太鼓の振動は、体に直接伝わってくるもの

でした。迫力があって良かったです。左義長太鼓と違った味わいを

経験することが出来ました。 

お世話くださったＰＴＡ成人教養委員の木村委員長さん始め、委員の皆様、会場準備や後始末

にご協力くださりありがとうございました。 

民生児童委員さんと語る会   ７月８日（金） 

 校下の「民生児童委員さんと語る会」を開催しました。１３名の方が来校されました。校長か

ら、学校の様子や職員・児童についての話をした後に情報交換をし

ました。委員の皆さんから「登校時のあいさつ」「自転車のヘルメ

ット着用と乗る範囲」「制服」「独居老人さんへの手紙」「地区懇

談会に参加した時の話」等が話題にあがりました。その後、学校畑

のひまわりを見ていただきました。３ｍ以上にもなったひまわりの

高さに皆さんが驚かれていました。夏休みに入ると地域でお世話に

なることが多くなります。これからもご支援よろしくお願いします。 

アエファ（ＡＥＦＡ）の出前授業  ６月２９日（水） 

ＮＰＯ法人アジア教育友好協会（東京事務所）の谷川理事長さん、宍戸さん、ベトナム教育省

の局長、小学校視学官とレロイ小副校長先生を含む７人と地元でお世話をしてくださっている松

山議員さんが来校されました。本校はベトナムのバァウ小学校とフレンドシップ協定を結び、児

童の作品を交換していますが、その中継をアエファの皆さんにお

願いしています。 

当日は、４～６年生の児童がベトナムの学校や子どもたちの様

子のビデオを視聴したり話を聞いたりしました。その中で「学校

や地域や家族の自慢」について話し合いました。勝山には、色々

な建物がありますが、ベトナムの山村では自然の山と川しかない

ことが分かり、西の子は驚いていました。最後にお土産を頂いた

り民族衣装のアオザイを試着したりして楽しい時間を過ごすことができました。この１時間でベ

トナムという国を身近に感じることができたようです。谷川理事長さんは、懸命に生きている子

どもたちの姿を日本の子どもたちに伝えることで「当たり前でない世界を知ってもらい自分の生

活を振り返ってもらいたい」と話されました。また、ベトナムと日本の子どもたちの「笑顔」を

見ることが一番嬉しいとおっしゃっていました。最後に天野ほのかさんのお礼の言葉で締めくく

りました。 

音楽劇鑑賞（全学年）   ６月２９日（水） 

 全校児童を対象に「おとなしいきょうりゅうとうるさいちょう」の音楽劇鑑賞

をしました。「暴れん坊の竜は、大人しい名前に。静かな蝶は、うるさい名前に」

悩む２人ですが「大事なことは名前ではなく心だ。」というお話で

す。役者一人と演奏者一人で行うミュージカルでした。勝山ではな

かなか見ることが出来ない生の演奏と歌、芝居で本物の世界に誘っ

てくれました。途中の大声選手権では、各学年の代表に横井先生や

倉橋先生が加わり会場がとても盛り上がりました。１時間という短

い時間でしたが、ワークショップと音楽劇も楽しめた素晴らしい一

時を過ごすことが出来ました。 

夏休みのプール学習  プールで、友達と仲良く、体を鍛えよう。 

 プール開放期間 ７月２１日（木）～８月１０日（水）（土・日と８／１は開放しません。） 
 プール利用時間 午後１時～午後３時   

【注意：雨等で中止の場合は校門に赤旗が立ちます。：連絡メールでも、お伝えします。】 
【 〃 ：１３時３０分までにプールに来ます。】 

        （安全上の人数把握のためです） 
プール準備物 

  ①水着 ②水泳帽子 ③ゴーグル ④タオル ⑤カード 
   【注意：上記の物を確認してからプールにきましょう。】  

 自転車の利用者  必ずヘルメットをかぶって自転車に乗る。 
    自転車置き場   高学年＝プール横  低学年＝体育館前 
    ・通学路を通ってプール学習に参加しましょう。 

西の子だより(笑顔が一番)  

勝山市立成器西小学校 第４号 平成２８年７月１９日 文責 校長   



ラジオ体操 各地域でのご支援よろしくお願いします。 

西の子タイムの時間にラジオ体操の練習をしました。毎朝ラジオ体操 
に参加して、規則正しい生活を心がけ、元気に過ごしてください。     
地域の皆さんには笑顔で挨拶ができるよう話しました。 
＜下記はラジオ体操の開始日＞ 
  ７月２１日（木）～昭和町・沢町・富田 

   ７月２５日（月）～元禄・上袋田・下袋田・中後・下後 
８月 １日（月）～芳野・下長淵 

夏休みの学習会・家庭訪問について 

夏休み中、学習会を計画しています。児童の参加につきまして、担任と連絡をとっていただ
き、安全に登下校できるようご支援をよろしくお願いします。また、例年のように家庭訪問を
実施させていただきます。学級担任から日程をお知らせしますのでご協力よろしくお願いしま
す。 

夏休みの主な予定          スマートルールの確認を 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全について～ルールを守ることが、自分と相手の命を守ることになる～ 

  全国では、小学生の自転車事故が後を絶ちません。子どもが被害者・加害者となって家族が

苦しむケースも報じられています。保護者の皆様には、お子さんの安全な生活を支援していた

だきますよう、ご指導よろしくお願いします。 

＜注意＞  

・道路では必ず左右の確認をして横断する。 

・歩道通行中であっても路地や駐車場から出てくる車に注意する。 

・交差点では一旦停止して安全を確認する 

※自転車乗車時は必ずヘルメットを着用する。 

※リップスティック等の遊具は、道路では使用しない。 

各種大会の結果    ※敬称略                                

★全国小学生陸上交流大会福井県選考会 ７月５日（日） 

＜４００ｍリレー入賞＞  

６位 小学女子 A チーム（森・大下・増田・田中） 記録６７秒６８     

★第６５回県児童生徒競書大会の結果  ７月６日 

勝山市長賞６年  宮本百合奈 

博文堂賞 ２年  白野彩和 

特  選 １年  東野晃士  内田衣智  木村 茜 

２年  織田柊太  斎藤菜々心  

３年  久保藍里  谷 知花  大倉那月  

４年  工藤空晴  杉下敦基  岡田芽依   

５年  久保汐里  増田美海  谷 優希  横川剛望  

６年  木村 葵  西尾真美    

入  選 １年  石塚大晴  木村 薫  岡田旺大  小田有希乃 藤田まどか  

２年  松井ゆき  森 麗加  松井亮太  山田帆夏  白﨑裕將     

３年  沼田健慎  鹿島 珠  定友咲弥  田中 優    

４年  小林美翔  森下倫瑠  野邉円華  天野わかな 

５年  森 彩音  大下優奈  田中萌衣  松村大和  立壁真菜 

６年  中辻雅俊  天野ほのか 大谷駿太朗 佐々木弥唯    

★勝山市小学生相撲選手権大会 団体戦・個人戦の結果  

高学年の部 １位 西の子レンジャー（内田・大谷・南出）３位 奇跡（玉木福・杉下・細川） 

低学年の部 ３位 ホワイトタイガー（森下・大下・玉木偉） 

低学年女子の部１位 上杉 乙 ２年男子の部３位 朝井龍馬 ３年男子の部２位 玉木偉士 

４年男子の部 １位 杉下敦基 ３位 細川拓夢  ５年男子の部３位 玉木福真  

６年男子の部 １位 内田凱翔  ３位 大谷駿太朗 

☆親守詩･･･子が自分を育ててくれた人（親や祖父母、家族等）を思って綴る詩です。 

前半の５、７（子どもが書く）    後半の７、７（家族が書く） 

愛をもち しかってくれて ありがとう  素直な君が とても大好き 

ほっとする にっこり笑顔 ありがとう  元気なただいま 明日への活力 

散歩いこう さそってくれる お父さん  いつも楽しい 花いちもんめ 

お母さん いつもお仕事 ありがとう   あなたの笑顔 元気の源 

お料理を 作ってくれて ありがとう   たまに手抜きも ゆるしてね 

ありがとう いつも大好き お母さん   あまり言わないで おこられなくなるから 

おこっても お母さんが 大好きだよ   どんなあなたも わたしの宝 

※西校の親子が書いた作品ばかりです。素敵な作品ですね。 

西の子スマートルールは 

１ 我が家のスマートルールを作り、親子で
守ります 

２ 保護者は、取り扱いに責任を持ちます。 

３ ゲーム機やゲームソフトの貸し借りは、
絶対にしません。 

我が家のスマートルールは 

・SNS 機器は、夜の９時以降は使いません。 

・SNS 機器を利用してもよい時間は、 

１日１時間以内とします。 

・各家庭で作ったもの（親子で相談して） 

です。夏休みに入る前にしっかりと親子で確 

認をし、スマートルールを守ってください。 

 夏休みは、スマートフォンで犯罪に巻き込 

まれる子どもが多いです。他人事とは思わず 

にどうかよろしくお願いします。 

７月２１日（木）夏休み～８/３１ 

プール開放 ～８月１０日 

２２日（金）自然観察会 北郷町 岩屋  

２６日（火）５年宿泊体験学習（東山） 

 ２７日（水）５年宿泊体験学習（東山） 

８月 ４日（木）西の子コーラス隊練習 
１８日（木）連体練習 

１９日（金）連体実技講習会（西小 G） 
２２日（月）全校登校日 連体練習 

２３日（火）連体練習(種目別練習) 

２４日（水）連体練習   〃 

２５日（木）連体練習  ＰＴＡ理事会 

２６日（金）連体練習 コーラス隊練習 

２９日（月）連体練習 

３０日（火）連体練習  

  ３１日（水）連体練習 


