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携帯電話やパソコンで 成器西小学校ブログ と入力するとおたよりや子どもの様子が見られます！「 」

６月１日の学校再開とともに少しずつ活気が戻ってきました。新型コロナウイルス感染拡大防止
のためにご協力いただき、ありがとうございます。４月にはＰＴＡ総会を書面審議で行わせていた
だき、突然のことにご協力いただきありがとうございました。何とか収容定員の50％以内なら会
議ができるようになりましたので、先日、役員会並びに全員委員会をさせていた

★地区委員会だきました。ＰＴＡの活動も少しずつ始めたいと思います。本年度の役員様・委
東野 善和員様です。お世話になります。どうぞよろしくお願い致します。
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優しい心を届けてくださり、ありがとうございます。おかげ様で、みんな元気に生活しています。

（株）東急リゾートサービス様か （株）オクエツ観光様より、次 （株）大北久保建設様が、学校再
らとんカツをいただき 給食の時 亜塩素酸水をいただきました。 開と給食開始の前に、配管のグリ、 、
しょうゆカツ丼としていただきま 子どもたちが下校した後、机や ストラップ清掃をボランティアで
した。とてもおいしかったです。 椅子をはじめ今日使ったたくさ してくださいました。久しぶりの
これで 新型コロナウイルスに か んの物を教職員が消毒する時に 給食でしたが、おかげ様で安心し、 「
つ」パワーが出ました。 使わせていただいています。 て調理できました。

また、この他に、匿名希望の方からハンドソープの寄贈もありました。新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、何度も手を洗わないといけないので、とても助かっています。

＜ お知らせ ＞
新型コロナウイルス感染拡大防止のためにご協力いただき、ありがとうございます。

いろいろなことが少しずつ緩和され、登下校時など外で人と１ｍ以上離れ話をしない場合、
暑いならマスクをはずしてもよいとの連絡がありました。子どもたちにも伝えました。ただし、
校舎内では体育と給食を食べる時以外はできるだけマスクを着用し、３密を避け、今後も

手洗い消毒を徹底し、十分気をつけていきたいと思います。

７月の主な行事 ８月の主な行事７日（火）プール水質検査
８日（水） 来校CIR

１日（水）より下校時刻が１０分 ９日（木）おはなしばたけ ２日（日）授業参観
遅くなります。 （全校） １学期保護者懇談会

（５校時 ６校時 ） １３日（月）プール開き ３日（月）振替休日14:20 15:10
２日（木）集金引き落とし日 １４日（火）ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 ６日（木）給食終了

みつばち文庫 １５日（水）ひびきの広場 大掃除
１・２年 ２３日（木）海の日 ７日（金）１学期終業式（ ）

６日（月）全校集会 ２４日（金）スポーツの日 地区子ども会

８月８日～２３日 夏季休業＜お知らせ＞
例年勝山市内の小学５年生が東山いこいの森キャンプ場で行っている
豊かな自然体験活動、並びに小学５・６年生が成器西小学校グラウン ２４日（月）２学期始業式
ドで行っている勝山市小学校連合体育大会は、中止となりました。 ２５日（火）給食開始

西の子だより



＜分散登校＞ ＜新型コロナウイルスオ５月は２ｍ 県教委 ２＜ＮＨＫ出演＞ ＜さつまいも苗植え＞
離れるため各学年を地区 発案の在宅学習がスムー 年生が学校園でさつまい 養護教リエンテーション＞
毎に分けて登校をしまし ズにできるように教えて もの苗を植えました。例 諭が映像を見せながら、
た。少しの人しかいなか いる様子を取材され、 年５月上旬ですが、新型 どんなことに気をつける6
ったけど久しぶりの学校 年の児童や担任がｲﾝﾀﾋﾞｭ コロナウイルスのため少 と良いかわかりやすく話
でみんな嬉しそうでした ｰに答えﾃﾚﾋﾞに出ました し遅れました。秋に収穫 しました。みんな真剣な。 。

するのが楽しみです。 表情で聞いていました。

例年４月に みんな 今年も白＜身体計測 ＜プールそうじ ＜いちご収穫＞＞ ＞＜あさがおの芽が出た＞
行っている身体計測を密 １年生が５月にまいた種 で分担し、小プールや大 い花が咲いた後に真っ赤
を避け少人数で計測器具 から芽が出ました。毎日 プール等、一生懸命に磨 ないちごができました。
を１回ずつ消毒し十分気 しっかり水をあげてお世 きました。とてもきれい 昨年の茎の一部を保存し

。 。をつけながら行いました 話をした成果です。良か になりました。水泳学習 ておいて植えたものです
皆大きくなっていました ったね。 が楽しみです。 とても甘かったです。。

＞ ＜かけこみ１１０番＞ ＜スクールカウンセラー＜清掃オリエンテーション＞ ＜委員会活動スタート
山本先生からわかりやす いよいよ朝の活動が始ま 何かあった時にお世話に 今月は１・２年生来校＞
い話がありました。おか りました。学校の前のた なるお家に日頃の御礼と を中心に見ていただきま
げで１年生もとても上手 くさんの落ち葉を掃いた 「今年もよろしくお願い した。専門家の視点から
にそうじをしています。 り窓を開けたり放送を流 します 」のお手紙を持 いろいろなアドバイスを。
床の拭き方もｽﾑｰｽﾞです。 したり頑張っています。 って挨拶に伺いました。 いただきました。

１年生 市教委 １＜学校たんけん ＜指導主事訪問 ＜１年生を迎える会＞ ＞ ＞＜生活オリエンテーション＞
が学校の中をたんけんし の指導主事の先生方が全 挨拶や自転車点検スマー 年生が全校の前で、自分、
どの部屋にどんなものが クラスの授業を見てくだ トルールについて話しま の名前の後、好きな食べ
何のために置いてあるか さいました。学校が始ま した。みんな良い姿勢で 物・色・スポーツ等を加
調べました。 りまだ３週間なのに元気 しっかり聞いていました え自己紹介をしました。。

。に発表していました。 大きな声で頑張りました

５年生がジ 日本漢字検定協会からたく＜学習オリエンテーション＞ ＜環境教育 ＜たくさんの賞状や盾＞ ＞
返事や発表の仕方、授業 オパークの町さんからパ さんの児童がチャレンジしとても頑張り合格率も良
のはじめと終わりの挨拶 ワーポイントを使った自 かったとのことで特別賞をいただきました。また、
等について具体的に話し 然の話を聞きました。 「こどもの本」総選挙に全校で参加したので感謝状た
練習もしました。 が届きました。さらに、５年生が昨年、福祉教育でくさんメモしていました。

シニア体験・点字・手話等の体験をし、サロンを開
催してお年寄りと交流して元気づけたと「善行青少

年 」
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