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令和 4年 度 の 後 期 が 始 ま りま した。
3連 休が明けた 10月 11日 (火) から後期が始まりま した。
10月の下旬とな り気候もめ っき りと秋 らしく、学 習にも落ち着いて
取り組 める季節とな りま した。
始業式の前には後期児童会役員の認証式 も行いま した。今 月末 には作品展 も予定 しています。 11月
9日・10日には6年 生が修学旅行に出かけます。そ うしているうち に、あ っという間に年が明け、2月
には 6年生を送る会、そ して、そ の後、6年 生の兇童にとって は小学校生活の締め くくりとなる卒業式を
迎えることにな ります。後 期は、1学 年大きくな るための一年間のまとめを します。そ して、6年 生は小
学校最後のまとめをしっか りしていきます。
新型 コロナウイル ス感染症の陽性者の数は一時期のことを思うとず いぶん少なくな りま した。し か じ、
完全 にな くな ったわ けではありませ ん。感 染予防については気を緩めることな く取 り組 み、 自分もまわ
りの 人もお互いに守 って いってほ しい思います。
さあ、後期の5ケ月半も、子 どもたち 1人 ひとりにとって允実 した期間になることを期待 しています。

後 期 児 童 会 が 動 き 始 め ま した。
9月 29日(
木)2限 目、後 期完童会役員選挙の立会演

会では、候 補者たちがそれぞれの立侯補 した理由を述べていました。「浜郷小学校が今よりももっと楽 し
い浜郷小学校になるように したい。」「浜郷小学校をもっとあいさつあふれる学校 にしたい。」といった 学
校改革の意見もあれば、「前にも立候補 したけと当選できなか ったか ら。」「
今まで立候補 したことがなか
った か ら新 しいことに挑戦 しようと思 った。」といった 自分の可能性に挑戦する思いを伝えている子もい
ました。どの子の演説もやる気に満ち溢れていて、安 心 して学校を任ぜ られ るものばかりで じた。児 童会
活動は学級や学年の活動以外でも取 り組 まなければならい事がたくさ んあり、 みんなのために働いても
らうことになります。『情けは人の為ならず 』という諺があるように、 こうした経験は必ず自分の力とな
そして、翌朝 9月 30日 (
金)
、開票の結果が発表され、後期児童宗役員は以下の通りになりま した。
後期 も、 委員会 をは じめ児童
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いって くだ さい。 前期の児童会
役員さんお疲れさまで した。そ して、 後期児童会役員さん、 これからよろ しくお 願いします。

避難訓練 ・引き渡 し訓練 にご協力あ りが とうございま した。
10月 13日 (
木)避難訓練 を行いま した。 この日は 1時 間後に津波がやって くる という設 定で行いま
した。そ のため、地震発生の台図とともに机の下にもぐるという 1 次 避難、その後慌てすに運動揚に避
難するという 2 次 避難、地震 によ って津波が発生 したためいせ トピアまで避難する 3次 避難、 と段階を
踏んで避難訓練を行いま した。保 護者の皆さんには、お 忙 しい中お時間をつくっていただ き、い せ トピア
での引き渡 し訓練にご協力いただきま した。あ りが とうございま した。
こうした避難訓練をは じめ、 防災の ことに関 しては、 まちづ くり協 議会の皆さんが常にご協力くだ さ
り、 子どもたちの安全を守 って くだ さっています。 この日も 9 名 のまちづくり協議会の委員さんが学校
からいせ トビアまでの要所要所 に立 って くだ さり、 子ともたちの安全を見守 って くだ さいま した。伊 勢
警察署のおまわ りさんも 3名 来 てくだ さり、安 全指導をしてくだ さいま した。
天候にも恵まれ、 今年も無事引き渡 し訓練を終了することができま した。
ご協力いただいた皆様方、 本当にありが とうございま した。

修学旅行事前学年会 を行いま した。

少し前まで熱中症が心配され、「暑い、暑 い」と言いなが ら過 ご
レていた学校生活で したが、す っか り秋 にな り子 ともたちは落ち
着いて学習に運動に励んでいます。
今月末 には作品展も予定されていて、子 どもたちは作品作 りに力を入れています。1 年 生にとって は
初めての作品展。先 生のお話をしっか りと聞いて、 コツコツ と作品を仕上げている様子が見られます。
1・ 2・4年生は平面作品、 3・5・6年 生は立体作品を展示
する予定にな って います。どの学年もそれそれに工夫された作品
で、 1学 年ごとの成長が見られ ます。
お忙 しい事 とは存 じますが、是 非子どもたちの頑張りを見に来
てあげてくだ さい。よ ろ しくお願 いします。
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