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１６日（土）、公民館で「しめ縄づくり」が
行われました。昔は、自動車や自転車にも「し
め縄」が飾られていましたが、最近はあまり
見かけなくなりました。わらをひねりながら
なくなりました。わらをひねりながら
重ね、ひもで固く結
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学校の掲示板に
学校の掲示板に全校の
全校の子どもたちの
子どもたちの“おす

いろな図書の内容が紹介されていますので、
みなさん、図書
室で調べ、
室で調べ、ぜひ
借りて読んでみ
てください。
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日(木) 駅伝試走
８日
日(月） 成人の日
海南市駅伝大会
９日
日(火） 登校指導
３学期始業式
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給食開始
９日
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あいさつ
あいさつふれあい
ふれあい運動
13日
日(土),14日(日
(日) 市児童作品展
市科学作品展
１７日(水)
１７日
避難訓練
避難訓練（火災）
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１８日
日(木) 昔の遊び【１年と民生委員さん
と民生委員さん】
２０日
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も、思い出に残る「天美苑訪
も、思い出に残る「天美苑訪
問」となりました。
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※２３日～２５日頃
不審者対応
不審者対応の避難訓練を行います。
避難訓練を行います。
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