
 

地域の方々に支えられて 
 

                副校長 黒木 美穂    
読書の秋、スポーツの秋、芸術の秋…。三小では読書の秋の取り組み、「もみじ読書

月間」がありました。先生方が、くじ引きで決まった担任していないそれぞれの教室に

本の読み聞かせに行きました。私も２クラス、行かせてもらいました。子ども達のキラ

キラする眼差しに少し緊張しながらの読み聞かせ。本のもっている隠れたメッセージを

伝えたい！と思いながら読みました。どれだけ子ども達が聞き取ってくれたかなぁ。図

書ボランティアのトライアングルの方々も、毎回こんなふうに感じているのかもしれま

せんね。  

先月同様、１０月も台風１９号が関東地方、東北地方を襲い、三小も避難所として地

域の方々に開放されました。本来だったら、１２日（土）は合同防災訓練の日でした。

ここで、子ども達も、保護者や地域の方々と一緒に防災訓練するはずでした。まさか、

本番になってしまうとは思いませんでした。近年まれに見る雨量で、多摩川の水位も危

険水位を超えてしまい、避難勧告が出た時は、本当に驚かれたことと思います。ハケ上

にある三小には、２０００人近くの避難者が押し寄せたと聞いています。それだけ大変

な中、市の職員の方々、地域の有志の方々がご対応くださいました。避難解除が出てか

らは、週明けから学校が通常通り行えるようにと、教室内や校庭等の整備もしてくださ

いました。ありがとうございました。これまで地震を想定した訓練を多く行ってきまし

たが、これからは台風、水害も視野に入れた訓練が必要であると感じました。  

１９日（土）にはあいにくの天気ではありましたが、地域運動会が体育館で開催され

ました。３５０名程の参加者で、安全に配慮したプログラムを主催者側で相談し、実施

の運びとなりました。校庭のように広々としていないので思い切った運動はできなかっ

たかもしれませんが、色別対抗の玉入れは一体感のある競技となり、とても盛り上がっ

た運動会となりました。子ども会をはじめ、健全育成委員会、ＰＴＡ役員の皆様を中心

に事前の話し合いも様々な状況を想定して考えてくださったこと、感謝申し上げます。

改めて、地域の方々に支えられていることを感じた１０月でした。  

１１月は、早速あいさつ週間があります。校門には地域の方やＰＴＡの方も一緒にあ

いさつ当番に来てくださいます。気持ちの良いあいさつで子ども達を迎え入れ、気持ち

良く一日がスタートできるようにしたいです。そして、いよいよ発表会です。それぞれ

の学年が学習の成果を発表すべく、準備を始めています。一人一人が輝く発表会になる

よう、先生方も日々打ち合わせに力が入っています。本番が楽しみです。それぞれご家

庭に準備をお願いすることもあると思いますが、どうぞご理解、ご協力をよろしくお願

いいたします。  
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１１月の目標 
【生活目標】           【あいさつ目標】 
  進んで体をきたえよう         相手を見て、自分からあいさつをしよう  
スポーツの秋です。外で体を動かすのが気持ち良い季節です。体育などで思い切り運動しリフレッ

シュし、発表会練習にさらに集中できると良いですね。１１月後半からマラソン旬間が始まります。

体を動かす楽しさ、走り続ける清々しさ、目標を達成する心地良さが感じられるよう促してまいりま

す。週末にスポーツをするなど、ご家庭でも体を鍛える機会をぜひ作っていただければと思います。 



飯盛山の頂上からの眺めを堪能し、その後

やまびこの響きを楽しみました。 

飯盛山を下山した後は、獅子岩付近で輝石探し。

時間が過ぎるのも忘れ、夢中になって探しました。 

午前中は林業体験。森を育てる大切さや林

業の大変さに気付きました。 

現地ガイドの田中さんに星空解説をしていただきま

した。空に瞬く星を見ていると、なんと流れ星発見！ 

3 日間、お世話になった宿の方へのあいさつ。

立派な態度で過ごすことができました。 

班で協力してほうとう作り体験。自分たちで

作ったほうとうはおいしかったです。 
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文化的行事委員長 平本 蘭子  

心地よい秋風にのって、子供たちが発表会の練習している声が聞こえてきます。音楽室からは、

楽器の音や歌声が、教室や体育館からは、台詞を練習している声が聞こえてきます。 

今年のスローガンは「仲間と心一つに 生み出そう、感動を！」です。代表委員会を中心に、各

クラスの意見をまとめました。発表会に向かって練習する中で、子供たちの一人一人の心が一つに

なり、みんなで一つの作品を作り上げ、たくさんのことを学んでくれることを願っています。 

保護者の皆様には衣装、小道具などのご準備にご協力をいただきまして誠にありがとうございま

す。また、当日、万全の体調で発表会に参加できますよう、体調管理をよろしくお願いします。 

今年は、全席カメラの撮影を可能にいたします。児童が演技に集中できますよう、きまりを守っ

て撮影をお願いします。詳細はプログラム、発表会のお知らせをご覧ください。また、優先席は入

れ替え制になります。各学年のプログラムがチケット代わりになります。ご協力をお願いいたしま

す。 

 

  

★11 月 15 日（金）児童鑑賞日 
★11 月 16 日（土）保護者鑑賞日 ８：４０～１２：０５（受付 ８：２5～） 

         ※プログラムは優先席（マット席）入れ替え時に必要となります。 
         ※1年：ピンク 2 年：黄 3 年：水  

4年：オレンジ 5 年：黄緑 6 年：紫 

ご招待：濃い水色 
         ※なお、土曜日は給食がありません。 
 

    

       

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本校では、今年度も体力づくりの一環としてマラソン旬間を実施いたします。下記の件につきまし

てご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

１．実施期間  １１月２０日（水）～１２月４日（水） 

２．時 間   中休み（１０：２５～１０：３５） 

［１１月２０日の児童集会の時間も取り組みます。］ 

３．場 所   第三小学校 校庭 

４．持ち物   汗拭き用のタオル 

５．留意事項  実施期間中は次の事項を参考に、ご家庭で登校前にお子さんの健康観察をしていた

だき、無理のないようにお願いいたします。 

○睡眠時間を十分にとっていますか？ 

    ○朝食はしっかりと食べていますか？ 

○顔色はどうですか？ 

○風邪をひいていたり、具合が悪かったりしていませんか？ 

○走るのに適した服装をしていますか？（調節ができる服装で） 

      



１１月の行事予定              【お知らせ】 

日 曜日 行 事 予 定 

1 金 ６年発表会準備 

2 土  

3 日 文化の日 東京都教育の日 

4 月 振替休日 

5 火 あいさつ週間始まり 委員会 

6 水 安全指導 ※４時間授業（市内一斉研修のため） 

7 木 4年社会科見学  

8 金 あいさつ週間終わり 

9 土  

10 日  

11 月 朝会 

12 火  

13 水  

14 木 発表会リハーサル 

15 金 発表会（児童鑑賞日） 

16 土 発表会（保護者鑑賞日） 

17 日  

18 月 振替休業日 

19 火 避難訓練 放送集会 落ち葉掃き旬間始まり ５年発表会片付け 

20 水 マラソン集会 マラソン旬間始まり  

21 木  

22 金 パルシステム指導５年 かけっこ教室１，２年 

23 土 勤労感謝の日 

24 日  

25 月 朝会 クラブ 

26 火  

27 水 人権集会 ３～６年６時間授業 

28 木 校内研究授業（２－２） ※２－２以外は４時間授業 

29 金  

30 土  

                        

 

 

 

 

 

 
      

１２月当初の予定 
２日(月) 委員会 
３日(火) 側わん検診５年 保護者会(４・５・６年)   
４日(水) 連音発表集会 マラソン旬間終わり 
５日(木) 安全指導 落ち葉掃き旬間終わり 
６日(金)  連合音楽会５年(午前)  保護者会(１・２・３年) 
 

あいさつ週間 
 ５日（月）～８日（金）まであいさ

つ週間となっています。年２回あるこ

のあいさつ週間では、健全育成委員会

やＰＴＡの方などたくさんの方々に校

門の付近に立ってあいさつしていただ

いています。いつもありがとうござい

ます。代表委員の子どもたちもいつも

より早く登校して毎日校門であいさつ

をしています。 

この期間だけでなく、普段からあい

さつのあふれる学校となるよう、指導

していきます。ご家庭でもあいさつの

大切さについてぜひ話し合ってみてく

ださい。 

１１月のレインボールーム 
★火曜日担当★ 野中 瑞貴 

５日 １２日 １９日 

  ★金曜日担当★ 細野 成美 

１日 ８日 １５日 ２２日 

 開室時間 ９：００～１６：３０ 

 直通電話  ４８５－１２５７ 

 ☆保護者の方々からのご相談や電話

での予約も受け付けております。 

 

ふれあい月間 
 １１月は「ふれあい月間」です。 

いじめ防止、早期発見、早期解決のた

めに、道徳の授業に限らず、教育活動

全体を通じて、思いやりの心を育てる

よう心がけていきます。 

 ご家庭でも折を見て、お子様と優し

い言葉使いや人との接し方、物を大切

にすることなどについて話し合ってみ

てください。 

 

給食費について 
１１月分の給食費の引き落とし日は

１１月６日(水)です。 

入金締切日は１１月５日(火)にな

っていますので、お忘れなくご入金を

お願いします。 

予備の引き落とし日は２６日（火）

です。入金締切日は２５日（月）です。 


