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９月１７日(土)に、萩ヶ丘小学校運動会を行います。
保護者の皆様、地域の皆様のご来校をお待ちしています。
赤とんぼが青空を舞う中、第２学期が始まりました。４２日間の夏休みに多くの体験をし、
ひとまわり成長した子供たちの元気な笑顔が集いました。子供たちは、ときがわ町納涼祭や里
山盆踊り、椚平の盆踊り、大野神社の秋季例大祭等地域行事にも積極的に参加をしました。
また６年生は、ときがわ町合併１０周年を記念しての「子供議会」、仙台市で行われた「学校
の森 子どもサミット夏大会」にも参加する等貴重な体験をしました。
さて、今年度の運動会は、９月１７日(土)に行います。区長様には、地域回覧のお願い等で
大変お世話になります。運動会では 、「地域の伝統文化を学ぶ」をテーマとして 、「ささら獅
子舞」や「秩父音頭」に取り組みます 。「ささら獅子舞」は、西平上サ地区の皆様にご指導を
いただきます。秩父音頭は、西平おどろう会の皆様にご指導いただきます。
当日は、保育園・幼稚園・中学校との連携にも取り組みます。平成２９年度新入児童による
宝さがしや小さなお子様も参加ができる玉入れも計画しています。都幾川中学校陸上部員の皆
さんによる模範走やリレーは、午前中のプログラムの中で行います。
４６名の子供たちの日頃の教育活動の成果、一生懸命練習に取り組んだ演目を発表いたしま
す。ご来校賜り、元気いっぱいの子供達の輝く笑顔をご覧いただきますようご案内いたします。
ＰＴＡの皆様には、前日準備や役員、片付け等で大変お世話になりますが、よろしくお願い
お願いいたします。

＜運動会の実施について＞
○９月１７日(土)

実施の場合は、６時に花火を打ち上げます。
雨の場合は運動会を延期し休みになります。
その場合は、地区連絡網で延期の連絡をします。
＊事前にご出席を確認させていただいている地域の皆様、平成２９年度入学予定の児童
の皆様(本校に在籍児童がいない場合)には、連絡をします。
○９月１８日(日)は、第１予備日です。運動会が実施できない場合も登校日になります
○両日できない場合は９月２０日より順延になります。その場合の昼食は給食になります
※９月１９日、２２日は、祝日等のため運動会は実施しません。
○当日は、エアコンの設置された教室や体育館を昼食場所として開放します。
＜確認事項＞
①運動会の振替休業日は授業時数の確保のためありません。（町内小学校３校共通）
②子供たちの弁当の用意は１日だけです。（９月１７日か１８日）
③給食停止の日はありません。。
担当：田畑 昭彦 体育主任
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「生きる喜び」を感じる学校教育の推進
子供達が「生きるって素晴らしい！」と感じるのは、様々な学習や生活等の活動の中で、
ほめられたり認められたりする体験、自分のよさを見つけたり自分の存在を認められたりす
る体験等をとおして「自分もいいところがあるんだ」と感じる時です。
また、学校行事等で学級や友達と心が一つになるような連帯感が味わえる体験、何かの課
題に一生懸命に取り組んで「できた！」という声を思わずあげてしまうような感激の体験、
人の役に立てたという満足感を味わえる体験、読書や音楽等へ没頭する体験等も喜びの体験
となり生きる喜びを感じることができます。
２学期は、全校で取り組む運動会や全校和太鼓、萩小フェスタ等の学校行事が数多くあり
ます。日々の授業やこれらの取組を通して様々な喜びの体験や友達と共に支え合って取り組
むことへの感謝の気持ちを感じ、
「生きる喜び」を味わえるようにしていきたいと思います。

夏休み作品展９月６日(火)・７日(水)

台風等の対応について

子供達が夏休みに取り組んだ研究や工作、
絵、習字等を各教室や廊下に展示します。
すべての作品に子供達の思いがあふれ力作ぞ
ろいです。子供達が工夫を凝らして作品作り
に取り組み、充実した夏休みを過ごしたこと
が分かります。
保護者の皆様には、ご協力をいただきあり
がとうございました。ぜひ、御参観ください
ますようご案内いたします。
担当：田畑昭彦教務主任

今年は、例年になく台風が多く
今後も勢力の強い台風の通過や上
陸が心配されます。
学校では、子供達の安全を第一に考えて判
断をします。具体的な対応につきましては、
事前に文書にてお知らせいたします。ご心配
な場合は学校へ直接連絡をしてください。
また、地域の状況等に変化があったり、被
害があったりした場合は、情報提供をお願い
いたします。
担当 校長 田中恵子
教頭 芳村一良
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ＰＴＡ資源回収・除草作業にご協力をいただきまして
ありがとうございました。 8月6日
毎年、保護者、地域の皆様にご協力をいただ
き、資源回収を８月６日(土)に行いました。保
護者の方に地域を回って回収していただいたり
積み込みをしていただいたりしました。また、
除草作業もお世話になり、日頃手が入りづらい
箇所もきれいになりました。当日は、体育小屋
の５Ｓにも取り組んでいただき、２学期からの
学習準備ができました。
担当 石本 浩史 ＰＴＡ地区委員長
伊得
拓 ＰＴＡ教養部長
田畑 昭彦 ＰＴＡ担当

引き渡し訓練を行います。

町Ｐ連球技大会

8月20日

今年度もソフトバレー、ソフトボール
の練習に熱心にお取り組みいただきまし
てありがとうございました。
当日は、あいにくの雨で、ソフトボー
ルがソフトバレーボールに変更になりま
した 。「こつこつときたえた体はたから
もの」の体育館掲示のスローガンのよう
に、毎週の練習の成果で積み上げた力を
どの試合も発揮し、熱戦が繰り広げられ
ました。
担当 町田 信行 ＰＴＡ会長
伊得
拓 ＰＴＡ教養部長

9月2日 14:05

萩ヶ丘小学校は、土石流等の警戒区域のため避難所の指定が解除されました。そこで、
子供たち、地域の皆様の安全を守るための訓練や取組を計画しています。明日は、引き渡
し訓練を予定しています。ご協力をお願いいたします。
また本校は、次のサイクルで体験活動を実施しています。卒業までに２回ずつ、起震車
体験、救助袋降下訓練、煙体験、消火訓練を行います。
平成２７年度 起震車体験・救助袋降下訓練
平成２８年度 煙体験
※第３学期に実施予定です。
平成２９年度 消火訓練
担当：加藤 良子安全教育主任

自然災害時の対応について「学校、家庭、地域の絆で大切な命を守るために」
①一番大切なのは、一人一人が取り組む防災「自助」です。
災害による被害をできるだけ少なくするためには、一人一人が自ら取り組む「自助」、
地域や身近にいる人同士が助け合って取り組む「共助」、国や町が取り組む「公助」が
重要だと言われています。その中でも基本となるのは「自助」です。一人一人の子供た
ちが自分の命を大切にし自分の身の安全を守ることを学んでいきます。
②学校や家庭、地域での安全対策に取り組みます。
学校や家庭、地域には、命の危険にさらされるものがたくさんあります。どのような
危険があるのかを把握し、対策を立てます。
③ライフラインの停止や避難に備えています。
ご家庭も安全対策を話し合い、避難に備 えて飲料水や非常食、防災用具を準備して
ください。
④安否情報の確認を家族で決めておいてください。
学校には連絡のための防災無線があります。学校への連絡がつかないときは、町に問
い合わせると安全確認ができます。
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「学校の森子どもサミット夏大会」に３５名の参加！
８月４・５日に仙台市福祉プラザで行われた「学校の森 子どもサミット夏大会」に、
６年生が参加をしました。サミットの応援には、「どんぐり山を守る会」の方１０名をはじ
めとする皆様にご参加をいただきました。ときがわ町、地域の教育力を実感した大会になり
ました。
〔サミット１日目の発表校〕
○北海道岩見沢市立美流渡小学校
○岩手県岩泉町立中沢小学校
○山形県最上町立富沢小学校
○宮城県仙台市立上野山小学校
○宮城県仙台市立南材木町小学校
○宮城県松島町立松島第五小学校
○東京都多摩市立東寺方小学校
○岡山県真庭市立中和小学校
○高知県高知市立第六小学校
○鹿児島県南九州市立霜出小学校
○埼玉県ときがわ町立萩ヶ丘小学校
発表テーマ「人と自然のやさしさにふれる町
ときがわ町の自然を学ぶ」
発表内容
第1.2.3学年 どんぐり山での里山学習
第4学年
森林学習・植樹体験
第5.6学年
森林教室
発 表 者 ６年
井野
薫・荻野 晴輝・桑山 茜
小峯
歩・小和瀬峻子・関口 悠真
町田 剛基・森田 遥輝・山口あかり
木の机の紹介もしました。

大勢の応援団の見守る中で発表しました。

堂々と発表できました。

どんぐり山を守る会の皆様です。

林野庁の今泉様、サミット応援団の皆様です。
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