
 

令和２年 10月 28日発行 

第 20号  

                                文責：教頭 

関小だよりは関小学校 HP でもご覧いただけます。http://www.kameyama-mie.jp/kblog/seki/ 

□緊急時における学校配信メールによる参集確認訓練  
１０月 5 日（月）12:00 に引き渡し訓練時の学校配信メールの返信訓

練を実施しました。ご協力ありがとうございました。有事の際は原則こ

のような配信を行い、お家の方に引き渡しを行いますが、電源喪失によ

り配信メールや電話が使用できないことも想定されます。その際にも安

全確保のため、家庭と連絡がとれるまで子どもたちは学校待機となりま

す。連絡がなくても、有事の際には引き渡しをお願いします。  

□２学期末保護者懇談会をご予定ください 
２学期末の保護者個別懇談会を以下の日程で行いますので、ご予定くだ

さい。児童一人当たりの懇談時間は約１５分です。懇談時間等の詳細につ

きましては、担任よりお知らせしますのでご確認ください。  

12 月 21 日 (月 )・22 日 (火 )は３限後、給食なしで下校となります。  

日  程：12 月 18 日（金）保護者懇談会１（15：00～17：00）１・３年生のみ  

12 月 21 日（月）保護者懇談会２（13：00～17：00）全学年  

    12 月 22 日（火）保護者懇談会３（13：00～17：00）全学年  

※12 月 18 日 (金 )給食最終日  

※12 月 21 日 (月 )下校 11:25・バス 11:30  22 日（火）下校 11:40・バス 11:45 

※12 月 23 日 (水 )終業式です。  

□元気いっぱい 1 年生です 運動遊びで体力向上だ！ 
元気いっぱい、笑顔いっぱいの 1 年生の子どもたち。体育の学習では、運動遊びを楽し

く意欲的に行っています。低学年では、運動遊びの楽しさに触れながら体力の向上を図る

とともに、運動能力が著しく発達するこの時期に、基本的な体の動きを幅広く培えるよう

にするために学習します。また、きまりを守って誰とでも仲良く運動遊びをしたり、安全

に気をつけたりすることができるようになることを目標に体育の学習をしています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$$関小だより$$ 

「ぶたのまるやき」です。

頭を下に下げる感覚が味わ

えます。逆さまになっても

こわくないね。 

「くねくねマット」から落ちないように転がります。 

腕の支持で「川跳び」です。足がマットにつかないように腕の支持だけでマットをジグザグ

進みます。マットには足を食べるワニがいると思って取り組んでいます（笑）。 

友だちと協力しながら

安全に準備やお片付け

をしています。 

http://www.kameyama-mie.jp/kblog/seki/


□１１月の主な予定です  

11 月

日 曜日 バス時刻

１～５年１４：５５

６年１５：４５

１～６年１４：４０

１～４年１４：５５

５～６年１５：４５

１～２年１４：５５

３～６年１５：４５

１～３年１４：５５

４～６年１５：４５

１年１４：５５

２～６年１５：４５

１～６年１４：４０

１～６年１４：５５

１～２年１４：５５

３～６年１５：４５

１～３年１４：５５

４～６年１５：４５

１～６年１４：５５

１～６年１４：４０

１～４年１４：５５

５～６年１５：４５

１～２年１４：５５

保幼小連携⑥関小学校秋祭り：アスレ年長児来校 ３～６年１５：４５
１チャレ（11/20-11/26）

１年１４：５５

２～６年１５：４５

１～６年１４：４０

１～６年１４：５５

１～２年１４：５５

３～６年１５：４５

１～３年１４：５５

４～６年１５：４５

１年１４：５５

２～６年１５：４５

下校２～６年　１５：４０

下校１～６年　１４：３５

下校１～６年　１４：５０

下校１～２年　１４：５０

下校３～６年　１５：４０

下校１年　　　１４：５０

下校２～６年　１５：４０

下校１～３年　１４：５０

下校４～６年　１５：４０

下校１～６年　１４：５０

下校１～６年　１４：３５

下校１～４年　１４：５０

下校５～６年　１５：４０

下校１～２年　１４：５０

下校３～６年　１５：４０

下校１年　　　１４：５０

下校２～６年　１５：４０

下校１～６年　１４：３５

下校１～６年　１４：５０

下校１～２年　１４：５０

下校３～６年　１５：４０

下校１～３年　１４：５０

下校４～６年　１５：４０

下校１～６年　１４：３５

下校１～４年　１４：５０

下校５～６年　１５：４０

下校１～２年　１４：５０

下校３～６年　１５：４０

下校１～３年　１４：５０

下校４～６年　１５：４０

下校１年　　　１４：５０

30 月

31 火

27 金

28 土

29 日

24 火

25 水

26 木

21 土

22 日

23 月

18 水

19 木

20 金

15 日

16 月

17 火

12 木

13 金

14 土

9 月

10 火

11 水

6 金

7 土

8 日

3 火

4 水

5 木

2 月

の主な予定【関小学校】　　　　                  　                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【10/27現在】

1 日

主　な　行　事　予　定

下校１～５年　１４：５０

下校６年　１５：４０

閉校

保幼小連携④カレーパーティ：小1・年長児交流【中止】

運動会児童係打合せ６年生６限目

閉校（文化の日）

5・6年委員会後期第1回

創立記念日：９４歳

資源回収コンテナ搬入（ＰＭ）

閉校

PTA奉仕作業・資源回収(8:00-8:30)地域参加なし。ＰＴＡのみ。雨天中止。

閉校

市教育一斉研修会

運動会リハーサル準備（教職員）

亀山市小中学校音楽会【中止】　　SC深瀬t来校（14：00-17：00）

体力向上支援事業（2～４限）1・2・5年　第４回学校運営協議会（19：00）

１チャレ（11/20-11/26）

体力向上支援事業（2～４限）3・6・4年

閉校

閉校

リクエスト給食

閉校

閉校

ファミリー読書リレー１年生9/3-11/10

保幼小連携⑤花のバトンリレー：アスレ年長児来校

運動会リハーサル

運動会リハーサル予備日

運動会前日準備（教職員）

運動会

第２回クラブ活動（６限目）５・６年【11/12より変更】

運動会予備日

SC深瀬t来校（10：00-13：00）

第１０回職員会議（14：50）　ピンクアイテム運動

勤労感謝の日

閉校

閉校

定時退校日

時　間 内　容 1年 2年 3年 4年 5年 6年

6:30

8:20 職員打合せ

8:25 健康観察

8:30 運動場へ移動 移動 移動

9:00 運動会 運動会

9:50 運動会 運動会

移動 移動 移動 移動 移動

10:00 運動会 運動会

10:50 運動会 運動会

移動 移動 移動 移動 移動

11:00 運動会 運動会

11:50 運動会 運動会

移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動

12:00～12:10 閉会式

移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動

1220～ 着替え、給食、そうじ 着替え、給食、そうじ

閉会式

【運動会（保護者向けプログラム）当日の時間帯】

健康観察

実施判断　※7:00メール配信有

低学年運動会9：00-9:50

高学年運動会11：00-11:50

中学年運動会10：00-10：50


