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1月 15日 (金)
、防 災ア ドバ イザ ーの森木先生の指導のもと、防
災学習を行 いま した 。この学習は、 2了日 に行う HUGの事前学習
でもあ りま した 。災 害が起こった ときには、学校は避難所にな りま
す。 日UGとは、 そQ)
ときどO)
よ
うに避難所を運営 してい げばいい
のかを学ぶ 学習ゲ ームのことです。
守られ る側から、守 る側 になるた
めの練習です。この 学習を踏まえ、
1月 2了日 (水) にHUGを行い
ます。い ろいろな 場台を考 えて、
うまく運 営ができるで しょうか。
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そ して 、HUGを 行 い ま した 。

とか 「医療関係の方がそばにいて もらった方
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」などと、ただ避難させるだ
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けでな く、避 難者の状態まで理解 した上で誘

,
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導する事を考えていました。

-通 り運 営ゲ ーム をした後は、そ れそ゛
れの班が メンバ ー全員で出し含
った 知恵や感想な どを リモ ー トで 交流 し台いました 。 子ども達 からは、
「
難 しか った けれど、良 い体験にな った。本当に災害が起こった ときに
はテキパ キと行動できるように したい !」 とい った頼もしい声を聞く事
が出来ま した。浜郷小学校 の子 ども達 は、い ざというときには、立 派に
助げる側にな って くれ るだ ろうと確信 しま した。

1年生が 寒さに負げず に凧揚げをしました !
1/ 19 (
火)
、1年 生が凧揚げを行いま した。野 呂教材の方が講師とな って 、
凧の揚 げ方を教えて くだ さいました 。とって も寒い日で したが、子 ども達 はとて も元気に凧揚げをし
ていま した 。昔 であれぱ、お 正月の遊 びの筆 頭に上がっていたであろう凧揚 げですが、最 近ではなか
なか見ることができな くな って きま した。1年 生の子ども達を通 して 、 日本 の遊 びとして伝承 してい
って ほしいと思います。

6年 生は、 1/ 15 (
金)をスター トに、噂 週 間にわた って クラス別で生 け花教室で生げ花を体験
しま した 。こ れ は伊勢市の文化振興課が伝統文化継承のために行 って くだ さった事業です。講 師の先
生のお話 をしっか り聞いた後は、一 人ひとりが 自分でお花を生 げました。み んな 同じ種 類のお花をい
ただいたのですが、そ れぞれが自分の感性で生 けていくことで、み んな違 った味のある生げ花が完成
しま した 。どの子もとても真剣に、そ して とても楽 しそうに生 げていました。こ の体験によって今ま
でや ったことのない生げ花に関心を持 ち、自 分からも学んで くれればと願います 。

〈 2月 の 行 事 予 定 〉
1日 (
月) 委員会活動 (6限 目)
交通安全指導

12日 (
金)交通安全指導

3日 (
水)新入学保護者説明会
児童一斉下校14: 00
4日 (
木)PTA本 部役員会
5日 (
金)避難訓練 (火災)
10日 (
水)みえスタデ ィ・チ ェック
(5年 生

4・5限 目)

最終クラブ (6限 目)
★お詫 び★

18日 (
木)PTA本 部役員会
22日 (
月) 5年 生総合学力調査 (2・3限 目
交通安全指導
23日 (
火)天皇誕生日
25日 (
水)学校評議員会
27日 (
土)【
土曜授業】 6年 生を送る会
11 : 30下校

保護者の皆様や地域の方タ(
こおかれまして は、薪型コロナウイルスの感染状況により度

重なる予定変更をいた しま して 、大 変ご迷惑をおかげしま した。こ の場をお借 りしてお詫び申し上 げ
ます。 申し訳 あ りませんで しだ 。 どうぞ ご理解いただきますよう、よ ろ しくお願 いいた します。

