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８月行事予定
。
8・９月の生活のめあて

時刻を守ることができる

ヒヤリハット
校長

森

晶子

西日本豪雨による甚大な被害の報道を見聞きし、日常の生活を
取り戻すまで時間はどれだけかかるのか、様々なものを失った現
実と向き合いながら、未来に向けて進まねばならない方々の心情
を思うと胸が苦しくなります。心よりお見舞い申し上げます。
風水害、有珠山や昭和新山、地震など、伊達市に住む我々も自
然災害に備えなくてはなりません。学校には、地震・火災・不審
者等の様々な「危機管理マニュアル」があり、年２回の避難訓練
や防犯訓練を行っています。どんな状況下で何が起きたかを把握
し、
「命を守る」を最優先に、素早く決断する力が必要です。子ど
もたちの命を預かる学校として、
「安心・安全」に関する準備を
怠らずに常に見直しを進めると同時に、子どもたち自らが判断し
行動する力を育てるよう取り組んで参ります。地域・家庭におか
れましても、様々な場面を通じて繰り返し災害時の確認（連絡方
法、災害時の行動等、避難場所等）をしていただきたいと思いま
す。
日常にも危険は潜んでいます。１件の重大事故のうらには、２
９件の軽傷事故と３００件の無傷事故（ヒヤリハット）があると
いわれます。ながらスマホの自動車・自転車の運転、歩行者の横
を猛スピードですりぬける自転車等、誰もが「ヒヤリ」
「ハッと」
した経験をお持ちではないでしょうか。「今まで何も起こらなか
った」が安心の保障にはなりません。学校は、職員朝会や会議で、
「ヒヤリハット」の共有を実践していますが、様々な危険に対し
て、さらに高い意識を持ちたいと考えます。
さて、振り返ると、運動会・修学旅行・遠足・プライム交流等
の行事、校外学習やとうもろこし栽培活動に加えて、伊達高校陸
上部との小高連携、アスリート先生による体育の授業、いじめに
ついて考える文化芸術育成事業等の新たな教育活動ができた１
学期でした。地域や保護者の皆様の温かな声はもちろん、学校支
援ボランティア等、
「関内っ子」のために、様々な面で支えてい
ただき、ありがとうございました。
子ども会やお祭りなど楽しい行事がある夏休みですが、「やら
ねばならないこと」と「ヒヤリハット」の意識を忘れず、安全に
楽しく充実した２５日間を過ごしてほしいと思います。始業式に
子どもたちの元気な笑顔に会えることを楽しみにしています。
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神楽練習
武者まつり
武者まつり 神楽披露
消防設備点検（1４：０0～）

～思い出たくさん修学旅行～
８月の帰宅時刻は
「１８：００」です。

下校

～９：３０ 学校集
合、練習、着替え
１０：４０ バス移動
１１：４０ ステージ
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夏休み作品展（９／５まで）
水 ※４年生以上６時間授業日
チャレンジタイム卓球 茶道教室
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土 市Ｐ連研究大会（Ｃ.Ｃ）
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プール学習
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※Ｂ日課市教研部会③（関内小 5・6年 道徳公開）
水 茶道教室
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木 2計測（中休み男子）ALT
2計測（中休み女子）
金

７月４日～５日に、札幌・小樽方面への修学旅行がありまし
た。天候はあいにくでしたが、よい思い出をつくることができ
たと考えます。なお、今回の修学旅行では、悪天候のため行程
変更等がありました。保護者の皆様には、お迎えなど様々な面
でご協力をいただき、本当にありがとうございました。

～楽しかったよ 遠足～
７月６日に遠足を実施しました。対象は 1～４年生です。牧
家ミルキングパーラーで、楽しく活動ができました。ご協力い
ただいた皆様に心より感謝申し上げます。
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夏休み中にチャレンジ！
夏休み期間中に取り組めるように、様々な団体から、作品
応募のお願いがありました。学校の課題以外に取り組んでみ
るのはどうでしょうか。学校にもポスター等で掲示しており
ますので、興味があればご連絡ください。

14:30
15:30

安全に十分気をつけて
＊＊＊伊達市立関内小学校＊＊＊
住所：伊達市東関内町７８番地１
TEL：0142-23-2660 FAX：0142-23-3320
メール：sekinaisho@ed.city.date.hokkaido.jp
ＨＰ：http://www.city.date.hokkaido.jp/kyoiku/detail/00001177.html

明日から夏休みを迎えます。
「関内小夏休みのきまり」を
よくお読みいただき、安全・健康には十分気をつけるよう
お子さんにお話しください。学校でも指導はしますが、特
に自転車事故にはご注意ください。

地域とともにある学校
～学習支援ボランティアへの登録
ありがとうございます～
前回の学校だよりでお伝えしておりました「学校支援ボランティア」
について募集しましたところ、保護者の方を中心に多くの方々に登録し
ていただきました。ボランティアの種類については「図書ボランティ
ア」
「マラソン大会ボランティア」
「
「交通安全ボランティア」など、１
５種類ほどの内容に「のべ２４人」の方に登録していただきました。今
後、声をかけさせていただく場面が出てきましたらご協力のほどよろし
くお願いいたします。

２

遊戯や応援についてどうでしたか？
「大変よい」
：９人 「よい」：９人
「少し物足りない」
：０人 「かなり物足りない」
：0 人

「遊戯」
・とてもかわいかったです。
・客席に近すぎだった気がします。
・低学年はとてもかわいく、中・高学年も照れずにしっかり頑張っていま
したね。
・遊戯は一回でよいです。
・遊戯は皆上手でした。
「応援合戦」
・長縄よかったですが、いつものパフォーマンスも見たかったです。
・少ない練習時間でみんな頑張っていたと思います。
3

～こども１１０番の家募集～
子ども達が校外で事件事故にあったとき、
駆け込める場所として「こども 110 番の家」
を募集しております。外から見えるところに
「こども１１０番の家」のステッカーを張っ
ていただくだけですが、登録いただける家が
ありましたら、関内小教頭（23－2660）ま
でご連絡ください。また、今まで登録していたけれど、ステッカーが古
くなった等ありましたら、お気軽にご連絡ください。交換いたします。

～運動会の反省～
６月に行った運動会のアンケート結果をまとめましたのでお知らせいたし
ます。なお、保護者の皆様からお寄せいただきましたアンケートについて
は、次年度に向けての貴重なご意見とさせていただきます。
回答数：１８／２２（回収率≒８１％）

１

児童種目についてどうでしたか？
「大変よい」：７人 「よい」
：１０人
「少し物足りない」：１人 「かなり物足りない」
：0 人

「全体」
・いろいろなことにチャレンジできて楽しそうでした。
「徒競走」
・走ることに特化した真剣勝負なので、学年ごちゃまぜで、タ
イムの近い子同士勝負するのもよいかなと思いました。
・プログラムを変更してグラウンドの状態が良くなるまで待っ
たおかげでしっかり走れてよかったと思います。
「けろけろビーンズ」
・ケロケロビーンズのボール、低学年のペアに半周は大変そうだでした
ね。
・ラインより内に入った時の対応が一貫していなかった。
・ボールけりのルールについて、必ず一回ずつけるというのは見ていて不
自然な気がしました。かすったくらいなのに交代とか・・。
「運命のテープさがして」
・長さだけでなく引っ張りにくくて遅れた子がいたように見えた。
「リレー」
・リレーよかったです。
・接戦で応援にも熱が入りました。子供たちの一生懸命な姿を観ることが
できました。

親子種目についてどうでしたか？
「大変よい」
：１０人 「よい」
：６人
「少し物足りない」
：２人 「かなり物足りない」
：0 人

「ロケット発射」
・毎年楽しいです。
・ロケットの飛び方が残念でした。
・毎年とても楽しく参加していますが、新しい親子種目もやってみたいな
と思います。
・得点に関係するのでとても緊張します。
・それぞれの親子の個性がでていて良かった。
４

会場についてどうでしたか？
「大変よい」
：１０人 「よい」
：８人
「少し物足りない」
：０人 「かなり物足りない」
：0 人

・紅白の真ん中に共用スペース（もしくはテント）を用意して、写真やビ
デオが撮れる場所があるといいと思いました。
・いつも通り良いと思います。

５

その他

・今年も無事、みんな笑顔で運動会を終えることができたこと
に感謝しております。いつも支えてくださっているみなさん
ありがとうございます。6 年生も太陽のように頑張っていま
した。感動しました。心に残るグラウンドの運動会でした。
・外で実施できるようにするため前日からブルーシート等の対
策をしていただいたことに大変感謝しております。子供たち
は外で実施できたことをとても喜んでいました。
（家族もとて
もうれしかったです。
）
・雨の影響でプログラムを少なくしたのは仕方がない。開始時
刻が遅くなったことで、朝の余裕があり、親としては有難か
った。
・子供の様子を落ち着いて見たいので、父母の参加する種目を
少なくしてほしいです。
（今年は少なかったので良かったです。
）
・グラウンドで運動会を行うことができ、本当に良かったで
す。朝早くからグラウンド整備をしていただいた先生方、保
護者の皆さんに感謝いたします。
・前日の雨で開催か延期かの判断難しかったと思いますが、無
事行うことが出来てよかったです。30 分遅れのスタートも
妥当であったと思います。
・天候の関係で遅く始まったので種目がカットされて少し物足
りなかった。30 分くらいなら終了時刻を伸ばしてもよいの
では。

★★夏休みに向けて★★
～スマホアンケートの結果から～
夏休みのスマホやゲーム機などの利用についてです。アンケ
ートの結果の詳細は懇談などでお知らせしますが、ゲーム等の
時間が長かったり、数は少ないのですが嫌な思いをしたことが
あったりという結果がでています。学校でも夏休みの生活を含
め、スマホやゲーム機等の利用について指導いたしますので、
ご家庭でもルールの確認と徹底をお願い致します。

～夏休みは伊達市立図書館に！～
図書館では、夏休みの自由研究や調べ学習のお手伝いもしてい
ます。
「自由研究、何をしたらいいのかわからない。
」
「どんな本でしらべたらいいんだろう。
」
そんなときには、図書館がお手伝いします。
開館時間 ：午前 10 時～午後 6 時
お休みの日：7 月 2 日、9 日、16 日、17 日、23 日、2６日
30 日 8 月 6 日、13 日、20 日、27 日、30 日
お問い合わせは

☎

25‐3336

～何か心配なことがあれば～
２学期に向けて何か心配なことがあれば、是非学校にご連絡ください。また、不
登校等については学校以外に下記のような相談窓口があります。
〇伊達市教育委員会指導室
0142-23-3331
（不登校・いじめ相談担当）
月曜日～金曜日 8:45～12:00 13:00～17:30
※対象は伊達市在住の方
〇室蘭児童相談所
0143-44-4152
月曜日～金曜日 8:45～17:30
※対象は胆振・日高管内在住の方
〇日高子ども家庭支援センター
01462-4-4050
毎日 24 時間対応
※対象は胆振・日高管内在住の方
〇伊達市役所子育て支援課
0142-23-3331 ※子育てに関連する場合
〇伊達市保健センター 0142-23-3331
※健康面が関連している場合
〇 子ども相談支援センター
●電話相談
０１２０－３８８２－５６
（無料、毎日 24 時間対応）
●メール相談
doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp
※急ぎの場合は電話相談を利用してください。
●来所相談 （10～16 時、土日・祝日、年末年始はお休みです。
）
①子ども相談支援センター
相談場所：札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館
※上記電話相談の電話番号で、予約の案内をしています。
②北海道立教育研究所
相談場所：江別市文京台東町 42 番地
※予約電話番号：０１１－３８６－４５２０
〇 胆振教育局の教育相談電話
●教育相談電話
０１４３－２２－６５９４ （月曜日から金曜日 8:45～17:30）

