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川口市立幸町小学校便り   令和 4年 9月 1
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「けん こうな 子」「思 いやりのある子」「考 え る 子」

合計 752名

2学期のスター トにあたって

校長 駒崎 :二 匡

更:Ii ti終 わり、元気な児童の姿が学校に戻ってきま ンたこ学校は、やはり児童がい

な.三
=し

くなるし、児童の声が聞こえてくると活気づ く■)のだとつくづく感 じます
E

こ・1'夏 十六み中は、 7月 27日 に川 国市小学校水泳記録大会 (チ ャレンジ大会)、 7月

2S≡ 。29日 に ドルフィンスクール (3・ 4年生対象 (■1水 泳教室 )、 8月 24日 ～ 2

6≡ iこ こじいろサマースクールを開催 しました。

==小学校水泳記録大会 (チ ャレンジ大会)では、50m自 由形で 1名 が上級、 2
:.l il=キ長、 4名 が初級、 50m平 泳ぎは 1名 が初級を獲得 しました。

ヽしフィンスクールでは、2日 間で 43名 の参加があり、中には 25mを 泳げるよう
、こなった児童もいました。

|こ じいろサマースクールは外部講師を招き、低学年は自然体験講座 (どんぐリゴマづ

くり)、 中学年は本にまつわる体験学習講座 (本 を使ったワークショップ)、 高学年はま

が玉づくり体験講座を実施 しましたc低 。中・高学年すべてのブロックで抽選となる人

気講座で各プロックごとに約 40名 が参加 しましたc

また、8月 10日 に川 口理科オ リンピックが開催 されました。1位 と2位が幸町小学

校 ということで、素晴 らしい成績を残 してくれました。難問に対 しても冷静に考えて解

答 している姿に感心しました。
本 日から2学期が始ま りました。この 2学期は音楽会 (10月 19日 )、 開校 90周

年記念式典 (10月 29日 )、 持久走大会 (11月 18日 )と 大きな行事が行われます。

特に、開校 90周年記念式典は最高学年である 6年生のみ参加 とし、1～ 5年生にはラ

イブ配信をする予定です。予定を空けておいていただけたら幸いです。
2学期のスタ‐ 卜にあたって、何よりも気になるのは児童の健康・安全です。各御家

庭におかれましては、児童に発熱等の風邪症状がみられる場合や家庭内に体調不良者が

いる場合、家庭内でPCR検 査を受けることがわかった場合は児童の登校を控えてくだ

さるよう引き続き御協力をお願いいたします。
実 り多き 2学期にするためにも、毎年この時期にお願いをしていることですが、以下

の点に御留意ください。
・毎朝の検温、LEBERへ の入力
・早寝、早起き、朝ご飯
・返事や挨拶等の気持ちの表現
・持ち物の前 日や当日の準備・点検
。テレビやゲーム、スマホ等の時間制限とルールに則った実施
・学校の出来事について家族による会話
また、 1学期や夏体みの様子から、 2学期の目標を設定することも大切です。

健康・安全に留意 しながら充実 した 2学期 となるよう願っています。
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曜 行事予定 日 曜 行事予定『 日

籐墨鑢木 第2学期始業式、通常日課3時間 16 金

金 給食開始、発育測定5・ 6年

PTA理事会月 授業参観・懇談会(1組 )発育測定3・ 4年 20 火

21 水
5年映像学習 (スキップシティ)AM:5-2
PM:5-1       11-火 授業参観・懇談会(2組 )発育測定 1・ 2年

水 授業参観・懇談会(3組 )臨時内科検診6年 22 木 5年映像学習 (スキップシティ)AM5-3

木 委員会活動 発育測定さくら・欠席者

授業参観・懇談会(4組・さくら)

爾雨形 26 月 饉 絣
12 月 児童集会    ざ避督誓

t必

≧ 27 火 代表委員会

不審者対応避難訓練(3校時 )火 28 水13

クラブ活動14 水 6年 修学旅行1日 目(日 光方面 ) 29 木

木 6年修学旅行2日 目(日 光方面) 30 金15

【:::i::ii::il_:!翌 整::::二三.::::」 L主::::::ll

9月 2日 (金 )5・ 6年、5日 (月 )3・ 4年、6日 (火 )1・ 2年、8日 (本 )さくら学級は、身長と体重を測定

します。髪の長い人は、後ろで結んでください。当日は、体育着を着ての測定となります。また、当日

までに爪を切つておいてください。

【職員紹介】
教諭 小島 雅貴 が9月 1日 に着任しました。よろしくお願いいたします。

3日 (月 )全校朝会

4日 (火 )3年生校外学習(茨城県自然博物館)

6日 (木 )委員会活動

7日 (金 )4年生プラネタリウム見学

10日 (月 )スポーツの日

13日 (本 )5年生地区陸上大会 (本校会場)

14日 (金 )5年生地区陸上大会予備日

19日 (水 )開校90周年記念校内音楽会 (リ リア)

20日 (木 )5年生映像学習 クラブ活動

26日 (水)5年生脊柱側弯症検診

2フ 日(木 )クラブ活動

29日 (土 )開校90周年記念式典
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