
年末を迎えます

校長 伊丹 理香

色とりどりの紅葉も散り始め、早いもので、年

末を迎えます。日頃より、新型コロナウイルス感

染防止対策へのご協力をありがとうございます。

県内の状況は落ち着いていますが、新しい変異

株のニュースが飛び込んでくるなど、本当に気の

抜けない状態が続いていると感 じます。今後も気

を引き締めて対策を続けていきたいです。

11月 は、昨年度に引き続き、千小アイディア

まつりが行われました。それぞれの学年に応じて

工夫した活動ができ、子どもたちは創造性を育み

ながら、他学年と触れ合う楽しい時間を過ごして

いました。今後も、相手の気持ちを考え、人と人

とのつながりを大切にできる子どもたちに一歩ず

つ成長していけるよう、学校 口家庭・地域で支援

していきたいと思います。

時期を変更して行われた 5年生の自然教室も、

ウォークラリーやキヤンプファイヤー、焼きいも

づくりなど、笑顔あふれる充実した 2日 間でし

た。火の調節など苦労しながらも自分で焼いたホ

クホクの焼きいもは格別の味わいだつたに違いあ

りません。ご支援をありがとうございました。

昨日来、様々なお知らせの文書がご家庭に届い

ていると思いますが、裾野市では、本年度、市内

の公立小・中学校の再編に向けての調査を進めて

います。裾野市として、丁寧に調査を行いたいと

のことで、「来年 1月 に予定されている参観日

(高学年 1/13(木 )、 低学年 1/18(火 )

の懇談会後に、校内で、裾野市教育委員会教育総

務課からの概要説明とご意見を伺う機会を設けさ

せてほしい。」と連絡がありました。市よりお知

らせの文書がお子様を通 して配付される予定で

す。

また、市内公立中学校の制服のあり方につい

て、裾野市立中学校標準服検討委員会で話 し合い

が行われています。令和 5年度 4月 を目処に、令

和の時代に裾野市の中学生にふさわ しい中学校標′

準服に変更されていく予定です。

何かお気付きの点などありましたら、いつでも

学校までお知らせいただけると有り難いです。よ

ろしくお願いいたします。
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12月の行事予定

PTA登校指導 (3年 )

すそのん寺子屋

社会科見学 (5・ 6年 )

委員会 (朝 )

避難訓練 (火災)

市町対抗駅伝

(浦山玲奈さん・美咲さん出場 )

6日 (月 )あおぞらの日

◎期末事務処理自 7日～ 10日
7日 (火 )短縮 4時間日課 (清掃なし)

下校 13:20
短縮 4時間日課 (清掃なし)

下校 13:20

地震体験車試乗 (1・ 2年 )

短縮 4時間日課 (清掃なし)

下校 13:20
本スマ隊活動日

短縮 4時間日課 (清掃あり)

下校 13:40 生活アンケー ト

6年薬学講座

すそのん寺子屋

教育相談日

購買窓口終了

すそのん寺子屋

本スマ隊活動日

弁当の日

終業式

短縮特別 4時間日課

下校時間 11:45

冬休み開始

1日 (水 )

2日 (木 )

3日 (金 )

4日 (土 )

8日 (水 )

9日 (木 )

10日 (金 )

15日 (水 )

22日 (水 )

23日 (木 )

24日 (金 )

25日 (土 )

◎冬休み 12月 25日 (土)～ 1月 5日 (水 l_

1月 6口 (木)始業式

短縮特別 4時間日課

下校時間 11:45

1月 7日 (金 )月 曜日課 (1年 :4時間

2～ 6年 :5時間)

給食・購買再開

委員会 (朝 )

PTA部長会 18:00・ 役員会 18:30



◆特別支援教育巡回相談員 ノヽ木弘子先生

1日 (水)7日 (火)17日 (金 )

◆スクールカウンセラー 川含雅載先生

22日 (水 )

15日 (水 )
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<5午 自然教室>
11月 8、 9日  桃沢野外活動センター

1日 目は、ウォークラリー、クラフ

ト体験、 レクリェーション、キャンプ

ファイヤTを実施。 2日 日は、火おこ

<千小アイデアまつり>【 中学年の部】
11月 22日 (月 )・ 25日 (木 )

4年生のお店は、 3年生の驚きがいっぱい

でした。 4年生は店に来た 3年生に優 しく声

をかけ、笑顔あふれる時間となりました。

3年生は、 4年生が店に来てくれることを

楽 しみにしていたので、一緒に楽 しんでくれ

たことに喜んでいま した。

012月 期の学校評価について

千福が丘小学校では毎年、学校運営の改善・充実を目的とした学校評価を、学校職員の他に保護者の方々か

らもいただいてお ります。7月 も、保護者の皆様からいただいたご意見を、その後の教育活動に生かすことが

できました。つきましては、来年度に向けて更なる改善を図るため、12月 期も学校改善調査を行います。ご

協力をお願いいたします。また、昨年度から紙面での回答ではなく、まもメールを使つた回答に切 り替えて行

っています。設間が 19間 と、記述する場所がありまサ。

まもメールでの回答が難 しい方は、 12月 8日 (水)ま でに担任へご連絡ください。 (プ リン トをお渡 しし

ます。)ま もメールは、 12月 3日 (金)に配信予定です。 12月 10日 (金)ま でに回答をお願いします。

(紙面の方も10日 までにお願いします。)

【赤い羽根募金】

児童会で、12月

6日 から 12月 10

日まで、赤い羽根
の募金活動を行い

ます。ご協力、よろ

しくお願いいた し

ます。

裾野市児童 口生徒表彰の募集 =口 ・ 該 当 しませんか ?
「スポーツ 。文化・科学 。学習 優秀成績受賞者」

検討資料として市に報告 しますので、下記に該当すると思われるときは、担任
にお申し出ください。 (賞状等が必要です。)

・全国 トップクラス (実質 6位以内)・ 県上位表彰 (実質 1位 )

。東海大会 3位以内

○県などの予選を経て出場する全国規模の大会

○自己参加できる大会、一般企業主催の大会は除く

※候補として報告 した後、市の検討会で審議をするので、表彰されない場合もあ

ります。詳 しくは市教育委員会のプリン トが後日配付されますのでご覧下さい。

インフルエンザ罹患時の手続 きについて

今年度もインフルエンザ流行期が近づきました。お子さまが罹患した際には、昨年度配付しました裾野市教

育委員会からの「インフルエンザによる出席停上の手続きについて (A42つ折リ ピンク色)」 (1年生は入

学説明会時に配付しました)、 もしくは「ほけんだより第 7号Jを ご確認ください。
※ 「インフルェンザ罹患証明書」の提出先は保健室です。


