平成２２年１０月２１日

学校だより
清水小学校
（１）

清水小学校
学 校 長
小林

志佐 光正

922 名
10 月１日現在

加奈

児 童 数

担当 木村 竜太
十月十五日、十六日に、市役所の交通安全課の
方をお招きし交通安全教室が行われました。
校 庭 に 信 号 や 自 動 車 を 置 き 、一 年 生 と 二 年 生 は 、
歩道の歩き方、三年生と五年生は、安全な自転車
の乗り方の指導を受けました。また、四年生と六
年生は、体育館で交通ルールや危
険予測についての講演を受けまし
た。子ども達は、真剣に取り組ん
でいました。
この学習を通して、事故のない
地域、学校づくりを実現させたい
と考えています。
「交通安全母の会」と「交通安全指導員」の方
々のご協力に感謝いたします。

交通安全教室

子どもたち
の安心・安
全への意識を高めるためにさら
に活用していけたらと思ってい
ます。
学校においでになられた際は、
ぜひお立ち寄りください。

ギャラリーの三階に、安
心安全ギャラリーを設置する
ことになりました。ギャラリ
ーには、地域の安全マップや
委員会の取り組みなどを、子
どもたちがわかりやすくまと
めています。

掲示担当

安心・安全ギャラリー

しみず っ子だ より
運動会
体育担当 堀江洋輔
「走り出せ 汗と涙の 運動会」をスローガ
ンに、平成二十二年度の運
動会を行いました。
九月二十六日。一日の順
延から一転、秋晴れの気持
ちの良い天気の中、五色の
応援団団長の力強い選手宣
誓で運動会が始まりました。
各学年で行われた徒競走
では、スタートの合図とと
もに、一斉に駆け出す子ど
もたちの真剣な表情に応援
の熱が上がりました。
一年生は小学校で初
めての運動会。団体種
目の鈴割りでは、なか
なか割れない鈴に向か
って一生懸命に紅白の
球を投げる姿がとても
微笑ましかったです。
六年生は最高学年と
して、立派に演技を見せました。組体操「生命の
つながり」では、一人ひとりが六年間の成長の姿
を思う存分に表現し、フィ
ナーレでの「ありがとうご
ざいました！」の声が多く
の感動を生みました。
最後に、児童一人一人の
活躍を応援してくださった
保護者の方、地域の方々、
ありがとうございました。
またＰＴＡの方には準備・
後片付けなどにもご協力い
た だ き 、感 謝 申 し 上 げ ま す 。

発行責任者

稲刈り

十月十二日、曇り空の中、六月から育ててき
た餅米の稲刈りをしました。
尾上さん、農協の方、保護者のお手伝いの方
に見守られながら、鎌で稲を刈りました。大き
く育った稲を見て 子ども達は、とても感動し
ていました。

Ｉ・Ｓ

稲刈り
五年 Ｍ・Ｎ
十月十二日に稲刈りに行きました。私たちは、
四組なので、いちばん最後でした。自分たちで
作った稲は、とても太く
元気な稲で切るのは難し
かったです。また、田ん
ぼには、かえるやくもや
カマキリ、バッタ、コオ
ロギなどがたくさんい
て、びっくりしました。
自分たちで作ったお米が
とてもおいしいという事
なので良かったです。

稲刈り
五年
十月十二日、初めて稲
刈りをしました。鎌で稲
を刈るのは大変でした。
オタマジャクシが育ち、
カエルが何匹もいたり、
くもがたくさんいて、こ
わかったです。稲を三束
も片手で持ったり、六束
の稲をシッカリと結んだ
り、農家の人は大変だと
思いました。いろいろと
苦労することはあるけど、
みんなで力を合わせてが
んばったので、とても良
かったです。

平成二十二年度 クラブ活動紹介
今年度、清水小学校には、十五のクラブがありま
す。四・五・六年生が希望したクラブに一年間所属
し、異学年交流をはかりながら技能や知識を深める
こ とを めざ して いま す。

イラスト絵画クラブ
五年
Ｔ ・Ｃ
私た ちイ ラス ト絵 画ク ラブ では、 マン ガや 絵を
描い てい ます 。他 にも 頑張 ってい るこ とは 、コ ン
クー ルに 応募 する こと を目 指して 描い たり もし ま
す。

バトンポンポンクラブ
六 年 Ｆ・ Ｈ
私たちバトンポンポンクラブでは、四つのチーム
に分かれ三学期の発表の練習をしています。ほかに
も ＰＴ Ａ行 事や 公民 館祭 りなど にも 出場 しま す。

パソコンクラブ
六年
Ｉ・ Ｙ
ぼくたちは、パソコンでカレンダーや名刺を作っ
たりキーボード練習や曲作りをしています。クリス
マスカードや年賀状など季節に合わせた活動も行っ
ています。みんなで協力し楽しく活動しています。

手芸クラブ
六年
Ｏ ・Ｎ
手芸クラブではそれぞれ自分でアイディアを出し
たかわいい小物入れをたくさん作っています。いつ
も 出来 上が りが とて も楽 しみで す。

料理クラブ
六年
Ｔ・ Ｍ
私たちは手軽にできるおやつや料理を作っていま
す。今までに、ホットケーキやわらびもち、パフェ
などを作り、次回は自分たちで決めたメニューを作
ります。私は家でも料理をするようになりました。

将棋・オセロ カ
･ ードクラブ

六年
Ｍ ・Ｔ
このクラブは、主に将棋、オセロ、トランプ、ウ
ノを使って楽しく活動しています。このクラブの目
標は「勝っても負けても仲良く」です。ぼくは部長
と して これ から も公 平に やって いき たい です 。

理科クラブ
六年
Ｂ・ Ｋ
理科クラブは、外で観察会として、バッタをつ
かまえたり、シマシマジュースを作ったり、試験管
でアイスキャンディーを作ったりします。楽しくて
勉強 にな るク ラブで す。
卓球クラブ
六年
Ｋ ・Ｓ
卓球クラブは、楽しく活動できるクラブを心が
け ていま す。 五つ のグ ルー プに 分かれ てい ます 。
一学期は練習、二学期はリーグ戦、三学期はトーナ
ント 戦を やり ます。 みん な頑 張っ てい ます 。

バトンミントンクラブ
六年
Ｎ ・Ｎ
バトミントンクラブは、毎回ダブルス形式で試
合を行っています。六年生がクラブを引っ張って雰
囲 気を 良く する よう にし ていま す。

ソフトボールクラブ

サッカークラブ

六年
Ａ・ Ｋ
ソフトボールクラブでは、いつも試合を中心に活
動しています。ピッチャーは下からボールを投げる
の で初 めてや る人 でも 楽し くで きる と思い ます 。
六年
Ｓ ・Ｓ
ぼくたちは、毎回試合を行っています。晴れの日
は試合をやっていて、雨の日はサッカーのビデオを
見て勉強しています。試合は仲良くやっています。
元気 いっ ぱい なク ラブで す。

バスケットボールクラブ
六年
Ｍ ・Ｍ
ぼくたちのクラブでは、バスケットやポートボー
ルをやっています。どちらもチームプレイでパスを
出したり自分でシュートしたりします。チームがた
くさ んあ って 楽し く活動 して いま す。

ドッジボールクラブ
六年
Ｎ ・Ｎ
ぼくたちのクラブでは、ドッジボールを楽しみな
がら、つねに動いてボールをキャッチしたり、投げ
たりしてみんなで仲良く活動しています。また、人
と人とのチームワークがしぜんにきたえられていま
す。

ダンスクラブ
六年
Ｍ・Ｎ
ダンスクラブでは、二月にある体育館での発表に
向けて三つのグループに分かれて練習しています。
それぞれのグループで好きな音楽とダンスとリボン
で振付をしておどります。ぜひ見に来てください。

アスリートクラブ
六年
Ｋ・Ｋ
ぼ くたちは、体力作りを中心としたゲームをやっ
ています。最初は、体操をし、学校を一周します。
体力をつけることをめざしていきます。これからも
みんなで楽しくやっていきます。

昨年、インフルエンザの流行に伴って中
止を余儀なくされた「 ｏｈ！ ＫＵＳフェ
スティバル 」が十一月六日（土）に開催さ
れます。ＰＴＡの皆様の楽しい企画が催さ
れます。保護者のみなさんのたくさんのご
参加を心よりお待ち申し上げます。

Ｏｈ！ ＫＵＳフェスティバル

●十月は、キンモクセイの香りで始まり、
秋らしい毎日になりました。職員室前のフェ
ンスには、ヘチマがツルを伸ばし青々とした
葉を広げて、左右に立派な実をたくさんぶら
さげています。ヘチマのたわしがたくさんで
きそうです。
●十二日（火）五年生が稲刈りをしました。
夜中の雨で少しぬかるんでいましたが、尾上
さん、農協の方、保護者の方々のご協力で計
画どおり午前中に終わることができました。
天日で十日ほど乾燥させ、次は脱穀です。今年は何
キログラム収穫できるのか楽しみです。
●南棟のトイレが新しくなって一月がたちました。
いつまでも美しく使おうと、毎日のお掃除もがんば
ってくれています。スリッパに履き替えての使用も
慣れて来たようです。先日スリッパの乱れを直して
いる子を見かけ、うれしい気持ちになりました。急
いでいてそろえる暇もなかったのでしょう。そのま
まにせずそろえてくれたその心は、みんなが気持ち
よく安心して過ごせる学校づくりにつながります。
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