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心ときめく 夏休みを！
校 長 西川 克行
西日本を襲った豪雨による大きな被害が判明しています。亡くなられた方は 210 人を超え、今なお
4500 人以上（7/18 現在）が避難所に身を寄せているそうです。被災された方々に心からお見舞いを
申し上げます。また、関東地方は６月下旬から真夏日が続き、ここ数日は 35 度に達する猛暑が続い
ています。教室の冷房や扇風機を稼働し、屋外での帽子着用やこまめな水分補給などの熱中症対策を
行ってきました。
このような夏本番の気候の中で、本日終業式を行い、73 日間の 1 学期を締
めくくることができました。６月に開催した運動会は、青空の下で子どもた
ちの団結力が光り、素晴らしい成果をあげることができました。４月の頃の
学校生活を思い出してみると、３ヶ月半の間に成長したことがたくさん感じ
られた今学期であったと思います。本日お渡しした「あゆみ」にはお子さん
の頑張りの様子が記されています。ご家庭での振り返りをお願いします。
7/17 プール納め
いよいよ、明日から夏休みに入ります。夏休みは、ふだんなかなかできな
い体験をしたり、好きなことに集中して取り組んだりする絶好の機会です。その様々な体験の積み重
ねが、考える力や判断力を養い、感性を豊かにしていきます。日頃、子どもたちとの時間がなかなか
とれないご家庭でも、夏休みは一緒に過ごす時間も増えることでしょう。どうか親子一緒に団らんを
深め、心ときめく楽しい思い出をつくっていただければと思います。
39 日間の長い休みになります。お子さんが交通事故や水の事故、不審者による被害に遭わないよ
う、各家庭において、安全面のご指導をお願いします。生活のリズムを崩さないよう規則正しい生活
（特に「早寝・早起き・朝ご飯」
）を心がけ、健康
南毛利中学校区学校運営協議会について
にも十分に留意をしてください。
今年度から２学期の開始が早まりました。８月
～戸室小学校部会～
29 日の始業式に、一まわり成長した子どもたちと
前号でもお伝えしたとおり、6 月 28 日に南毛利
元気に会うことを楽しみにしています。
中学校区学校運営協議会が発足しました。３校が
統合する学校運営協議会は市内で唯一です。小中
ケータイ・スマホの利用について
一貫教育の一層の充実に向けて、知恵を出し合っ
親子で約束を決めましょう
ていきます。厚木市教育委員会から、次の 15 人が
委員の委嘱を受けました。
（本校関係）

本校でも学年を問わず携帯電話やスマートフォン
を所持する児童が増えています。便利さの反面で長
時間利用による生活習慣の乱れ、不適正な利用によ
る友だちとのトラブルや犯罪被害につながる危険性
が指摘されています。持たせる、持たせないについ
て保護者の適切な判断や対応がとても重要です。
持たせているご家庭では、使い方を把握するとと
もにフィルタリングの徹底や保護者の定期的なチェ
ックなど家庭でルールづくりを行い（ペアレンタル
コントロール）子どもたちをトラブルや
犯罪から守りましょう。
本日、市ＰＴＡ連絡協議会と教育委
員会が作成した資料「ケータイ・スマ
ホとのかかわり方」を配付しました。
お読みいただくとともに、学校ＨＰに
神奈川県警や文部科学省作成のサイト
をリンクしていますのでご活用ください。

戸室小学校部会（敬称略 順不同）
・地域代表（８人）
石澤ふじ枝 岩渕 金吾
大山 裕一 齊藤 章
佐藤 学
難波 香織
溝呂木朝子 渡部みゆき
・保護者代表（２人）
五味 孝宏 室田 陽子
・学校代表（５人）
西川 克行 広瀬 明美
山本 智子 川上 智子
横井 秀洋

なお、第１回部会において部長に溝呂木朝子氏、
副部長に大山裕一氏を選出し、学校経営方針、予
算計画が承認されました。

安心・信頼・前進「チーム戸室」の学校づくり
＜児童のめあて＞

●○
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●○
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●○
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●○
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＊ ７ 月 の 教 育 活 動 か ら ＊

◇ 夏 休 み 期 間 中 の 事 業 ◇

好天に恵まれた「水遊び」「水泳」の授業

本校プールの開放

今年は梅雨明けが早く、どの学年も「水遊び」
「水泳」の授業を、ほぼ計画通り（約４回、約
８時間）実施いたしました。それぞれの目標を
目指し、安全に気を付けながら学習を進めるこ
とができました。
17 日には４年生が講師を招いて着衣水泳を行
いました。着衣のまま泳ぐことの難しさや危険
性についての指導を
受けた後に、着衣で水
に入り浮き身をとる
練習をしました。なお、
今年度の水泳の授業
は１学期をもって終
着衣泳の授業
了となりました。

今年度も、厚木市教育委員会の管理下で学校
プールの開放を行います。水泳の心得を守り、
泳力を伸ばす機会にしてください。なお、スポ
ーツ推進課の事業として、委託業者が管理にあ
たります。（問い合わせ先 225-2530）
学校での授業と同じように、事前に健康観察
を十分に行った上で利用させてください。

今年も「カレーパーティ」は盛会でした
この時期の恒例行事となった「お父さんの会
カレーパーティ」は、お父さんの会の皆さん方
が朝早くから心をこめて作った５種類のカレー
ライスを食べながら、皆で交流する会です。
日頃から登下校の見守り等でお世話になって
いる地域の皆様方をお招きし、感謝の気持ちを
伝える会でもあります。
今年の参加者総数は 431 人と、とても多数の
参加がありました。ちょうど七夕（７月７日）
の日にあたり、飾りつ
けた笹かざりの下で
季節を感じながら、レ
クやセレモニーを交
えた楽しいひと時を
過ごしました。

２学期はじめの主な行事予定
８月 29 日（水）２学期始業式 短４
30 日（木）短４
カレーパーティ
31 日（金）登校指導、短４
９月３日（月）短４
４日（火）短４
５日（水）給食開始
６日（木）下校指導、短５
７日（金）避難訓練
13 日（木）ＰＴＡ親子除草活動

＊ 開 放 日 程 ＊
8 月 2 日（木）・4 日（土）
7 日（火）・9 日（木）
12 日（日）
・17 日（金）
20 日（月）
・21 日（火）
24 日（金）
・28 日（火）

AM 9：30～12：00

PM 13：00～15：30

天候による実施の有無はプール入口に掲示
水泳カット

※プールに入れるのは、戸室小学校児童と戸室
小学校区に住む中学生（卒業生のみ）です。
３年生以下の児童の利用には、16 歳以上の付
添人が必要です。
（付添人 1 人につき３人まで）

日本語指導教室（夏休み版）
前号でお知らせした外国につながる児童を
対象とした「日本語指導教室」の期日が一部
変更になりました。（変更は下線）
○実施日 7/23（月）24（火）25（水）
8/23（木）24（金）の５日間
○場所
吾妻児童館 図書室

＜学校閉庁日のお知らせ＞
厚木市教育委員会からのお知らせのとおり、
今年度から、8 月 13 日～15 日の３日間が学校閉
庁日となりました。この期間は、電話対応等が
できません。緊急の連絡は厚木市教育委員会に
お願いします。（連絡先 225-2660 教育指導課）

【職員のお知らせ】
○２年３組担任の
教諭が出産準備の
ため、6/12 から産休に入り、後任に
教諭が着任しました。
○同じく、国際教室担当の
から産休に入りました。

教諭が、7/16

戸室小学校ホームページ更新中です（表題のアドレス又は戸室小学校で検索を）

