～今年の
～今年の冬はきびしい～
平 成３０年
成３０年 ２月２０日
２月２０日
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今年の冬は、厳しい寒さが続いています
今年の冬は、厳しい寒さが続いていますが、昼間の明るい
が、昼間の明るい
が、昼間の明るい日差しに
に、ほんの少しずつ
少しずつで

１２月頃から、平年
１２月
平年の気温よ
り低い日が続いています。
１月・２月に
２月には、雪
の日や朝の気温が
０℃を下回る日が何
日もありました。

すが春の訪れを感じる頃となりました。
春の訪れを感じる頃となりました。
春の訪れを感じる頃となりました。２月も下旬と
２月も下旬となり、
なり、もうすぐ
もうすぐ３月に入ります。
３月に入ります。
平成29年度の学校生活も残り約１ヶ月となりました。
平成
の学校生活も残り約１ヶ月となりました。
の学校生活も残り約１ヶ月となりました。各学年とも学習や生活のまとめを
学習や生活のまとめを
しっかりとし、４月からの
しっかりとし、 ４月からの新しい
しい学年への準備を
学年への準備をしたいものです。
したいものです。
３月１９日（月）は
３月１９日（月 ）は、本校の１１１回目となる
本校の１１１回目となる卒業証書
本校の１１１回目となる 卒業証書授与式です。
授与式です。今年度は、
は、１４名
の卒業生を送り出すことになります。
の卒業生 を送り出すことになります。残された一日一日
を送り出すことになります。残された一日一日
残された一日一日を大切にし、
を大切にし、健康に気をつけ
健康に気をつけ元気
－４℃で凍った水道水＆雪の日遊び
－４℃で
＆雪の日遊び

に頑張ってくれることを期待しています。

校 長

片桐

～招 待 給 食～

【見守り隊の皆様と
【見守り隊の皆様と 1,2 年】

２月１４日（水）、
『招待給食』がありました。日頃、
「下
校時の見守り活動」や
校時の見守り活動」や、各学期の初め三日間
各学期の初め三日間実施される
実施される
「あいさつふれあい運動」
あいさつふれあい運動」
を行ってくださっている地域
の皆様を学校に招待し
の皆様を学校に招待し、1，2
年生の子どもたちの発表
子どもたちの発表
子どもたちの発表を
参観していただいた後、
参観していただいた後、子ども
たちと一緒に給食を食べていた
一緒に給食を食べていた
だきました。皆様方のおかげで
だきました。皆様方のおかげで“交通安全”だけでなく、
“交通安全”だけでなく、
“不審者防止”の面からも、子どもたちの「安心、安全」
“不審者防止”
からも、子どもたちの「安心、安全」
につながっています。
につながっています。『見守り隊』の皆様方、今後ともよ
『見守り隊』の皆様方、今後ともよ
ろしくお願いいたします。

宏

第１２回
回 北野上公民館
２月４日（日）
２月４日（日）
、日曜参観と人権
、日曜参観と人権講演会（人権ふれあい集会）
（人権ふれあい集会）
（人権ふれあい集会）が行われました。
が行われました。午前中の参
が行われました。
観授業では、各学年とも多く
各学年とも多くの保護者の皆様に
の保護者の皆様に子どもたちの活動
の保護者の皆様に子どもたちの活動を参観していただきました。
を参観していただきました。
子どもたちも精一杯、今までの学習の成果を発表していました。
子どもたちも精一杯、今までの学習の成果を発表していました。給食時には、
給食時には、
「親子 DE 給食」
で、６年生の保護者の皆様にも給食を食べていただきました。
で、６年生の保護者の皆様にも給食を食べていただきました。
午後からの人権
午後からの人権講演会（人権ふれあい集会）では、
講演会（人権ふれあい集会）では、
講演会（人権ふれあい集会）では、寒い日にもかかわらず、
寒い日にもかかわらず、
地域の
地域のたくさんの方々が参加してくださり
たくさんの方々が参加してくださり
たくさんの方々が参加してくださり、約１４０
０名が来校されました。
名が来校されました。
桃山町出身の
桃山町出身の落語家の
落語家の『桂 文福さん』・
・海南市出身の
海南市出身の腹話術の『千田やすし
『千田やすし
さん』
さん』の「～真の
～真の笑いは平等な心から～」というテーマでお話がありました。
笑いは平等な心から～」というテーマでお話がありました。

歩こう会
こう会

２月１８日
１８日（日）

２コースに分かれて、
２コースに分かれて、子どもたちや保護者、
子どもたちや保護者、地域の方々と
子どもたちや保護者、
と歩く今年の「歩こう会」
「歩こう会」は、七山集
「歩こう会」
会所を起点に行いました。
会所を起点に行いました。Ａコース（
コース（２.４ｋｍ）は、天美苑
４ｋｍ）は、天美苑
４ｋｍ）は、天美苑から七山の中野
七山の中野家【国登録有形文
国登録有形文
化財（築
（築 約 140 年）】
】で休憩し、七山集会所へ帰り
で休憩し、七山集会所へ帰りました。
で休憩し、七山集会所へ帰りました。Ｂコース（５．０
５．０ｋｍ）は、
ｋｍ）は、Ａコー
スの途中から専念寺や青葉台のそばを通り、七山八幡神社から
スの途中から専念寺や青葉台のそばを通り、七山八幡神社から集会所へ帰りました。
集会所へ帰りました。途中、細い
集会所へ帰りました。
道がありましたが、コースに
道がありましたが、コースに推進委員さんが立ってくれていたので
推進委員さんが立ってくれていたので
推進委員さんが立ってくれていたのでわかりやすかった
わかりやすかったです。
わかりやすかった
歩き終わると、集会場で
歩き終わると 集会場で温かい
温かい「甘酒」をいただき
をいただき、
「抽選会」を行い
「抽選会」を行いました。北野上小学校
ました。北野上小学校
の校区を歩くことで、
の校区を歩くことで、地形がよくわかりました。地域の
地形がよくわかりました。地域の自然にも触れられ、
地形がよくわかりました。地域の自然にも触れられ、とても楽しいひと時
自然にも触れられ、とても楽しいひと時
を過ごしました。朝早くから、
を過ごしました 朝早くから、準備
準備や寒い中で
寒い中で
の道案内
道案内、休憩場所となった七山の中野様など、
休憩場所となった七山の中野様など、
たくさんの地域の皆様
たくさん 地域の皆様方にお世話になりました。
にお世話になりました。
ありがとうございました。

「相撲甚句（じんく）」や
」や「人権河内音頭」
「人権河内音頭」
「人権河内音頭」などを交えた
を交えた楽しいお話の中に
楽しいお話の中にも、
「人は
「人はみんな同じでなく
みんな同じでなくちがっている
ちがっているので、違いを認め合う大切さ
ので、違いを認め合う大切さ」
ので、違いを認め合う大切さ 、「多様
性のある社会が正常である
性のある社会が正常である」
」という、大切な
、大切な人権意識
人権意識も考えさせられるすば
考えさせられるすば
らしい講演会となりました。
らしい講演会となりました。
人権講演会（６年生が舞台に…）
参観授業

親子ＤＥ給食（６年＋保護者）

１日(木)
１日
５日
日(月)
６日
日(火)

登校指導
育友会新旧役員引き継ぎ会
漢字の博士試験
馬頭琴コンサート
馬頭琴コンサート（1～3年）
年）
７日(水）
７日
地区児童会
９日
日(金) 開校記念日【１１０回目】
東海南中学校卒業
東海南中学校卒業式
１４日
日(水) 登校指導
１６日(金)
１６日
給食終了（
給食終了（6年）
年）

９日
日(月) 登校指導、一学期始業式
登校指導、一学期始業式
１０日
日(火) 入学式 10:00～
10
10日（火）～
日（火）～12日（木）
あいさつふれあい運動
１１日
日(水) 地区児童会
給食開始(２年～６年
給食開始 ２年～６年)
１６日
日(月) １年給食開始
１７日
日(火) 全国学習状況調査（６年）
全国学習状況調査
【国語科、算数科、理科】

１９日
日(月)

卒業証書授与式

～スタンプラリー～ 【図書委員会】
2 月 13 日
日(火)～16 日(
(金)の４日間の期間中、
の４日間の期間中、
２冊以上図書の本を借りた人に「手作りしおり」
をプレゼントする『スタンプラリー』が行われま
した。
「しおり」は、図書委員会の子どもたちの
手作り作品です。
手作り作品です。期間中、たくさん
期間中、たくさんの子どもたち
の子どもたち
が読書を楽しみました。

２０日
日(火)

きらら子ども園卒園式

２１日
日(水)

春分の日

２２日
日(木)
２３日
日(金）

給食終了（１～
給食終了（１～55 年）
３学期終業式・
３学期終業式・修了式
修了式
（１～
（１～5年）
離任式

３０日
日(金)

復習テスト(２年～５年
復習テスト ２年～５年)
２４日
日(火) 授業参観、学級懇談会
育友会総会
２６日
日(木)・２７日（金）
日（金）
・５月
・５月１日（火）
家庭訪問
２９日
日(日)
昭和の日
昭和の
３０日
３０日(月)
振替休日

