
緑風の中でもっともっと輝け「生実っ子」！ 校長 鈴 木 藤 枝

新緑が美しい季節になりました。吹く風もさわやかで、運動場で汗を流している子ども達の白い体操服姿

もとても生き生きとしてまぶしく感じます。さて、４月１１日(木)には学校説明会・懇談会、２０日(土)に

は学習参観・ＰＴＡ総会・ＰＴＡ交流会、そして２６日(金)には航空写真の撮影と、いろいろご協力をいた

だきありがとうございました。ＰＴＡ活動も２５年度の新しい組織でのスタートとなりましたが、保護者の

皆様との信頼関係を大切にしながら「生実っ子」を育てていきたいと思います。３０周年行事も航空写真か

らいよいよ始まります。どうぞこの１年が楽しく充実した年になりますよう、よろしくお願いいたします。

先日の２１日(日)の午前中、冷たい雨の中でしたが生浜東小体育館で、子どもを守るパトロール会の皆様

の発会式が行われました。総勢で６８人という組織の大きさ、子ども達の早帰りの日の集団下校だけでなく、

心配な情報が入ると方面別のパトロールを強化してくださっていること、『地域の子は地域で守る』の気概を

感じました。一方で子ども達にも「学校でも、家庭でも、地域でもよいこさになりましょう」と機会をとら

えて話しています。今後とも「子どもは地域の宝」として、見守り育てていただければと思います。

学校も新年度が始まって１か月がたちました。１年生は学校生活に慣れ元気に挨拶をして登校しています。

一方で６年生は、児童用西玄関で 1 年生を迎え、休み時間に一緒に遊び、掃除の時間には優しく掃除の仕方

を教えながら温かく見守っています。このふれあいがまた６年生を大きく育てているように思います。本校

の目標の一つである「優しい心」の輪が確実に広がっています。６月 1 日には『祝３０周年大運動会』があ

ります。例年以上に楽しく充実した運動会になるよう計画･準備を進めています。さわやかな五月晴れの一日、

どうぞご家族の皆様そろってご来校ください。そして力強く熱い応援、参加をよろしくお願いします。

平成２５年度 学校だより

１日(水）特別日課⑤下校 14:20 家庭地域訪問 14:30

２日(木）特別日課⑤下校 14:20 家庭地域訪問 14:30

７日(火）委員会活動②

８日(水) ゴールデンタイム (たてわり活動①)

蟯虫卵検査

９日(木) ６年モアレ検査 11:00

尿検査

１０日(金）６年校外学習
(科学館･こころの劇場)

１４日(火）交通安全教室１年･４年

１５日(水) 内科検診 1～3 年 9:30

ゴールデンタイム

１６日(木)特別日課④ 下校13:15 ※教科主任会のため

１７日(金) ４年校外学習(ｾｰﾌﾃｨｰ千葉)12:50～

２０日(月）クラブ活動②

２１日(火）市教研 特別日課⑤下校 14:15

２２日(水）内科検診 4～6 年 13:00

２７日(月) 運動会係打合せ 教育実習開始(6 の 2)

２９日(水) 眼科検診(1 年･抽出)10:00 フレ－フレ－集会

３１日(金) 運動会前日準備
1～5 年 13:30 5･6 年 15:30 下校

千葉市立生浜東小学校

平成２５年４月３０日

５５月月行行事事予予定定

５月１５日(水)は諸費の引き落とし日です。

今年度の第１回目、４･５月分が引き落とされます。前

日までに、口座の残高の確認をお願いします。

１日(土) 祝 30 周年大運動会

２日(日) 予備日①

３日(月) 振替休業 以下順

皐月（さつき）

※１６日(木)に

市内小中学校の教

科主任会がありま

す。出張者多数の

ためやむなく特別

日課となります。 ６６月月

運動会練習始まる！ 水分補給にも気をつけます。
連休明けからいよいよ運動会の練習が始まります。天

気のよい日は、強い日差しとともに気温も高くなりま

す。体育着、汗拭きタオルの用意をお願いします。また、

水分補給のためにこの期間は、必要に応じて水筒を持参

してください。水筒の中身はジュース類はさけ、茶の類

とします。また、水筒は毎日持ち帰り、よく洗って衛生

面に気をつけて下さい。登校下校中や前日の残りのもの

を飲まない等の安全面でのご配慮もお願いします。

今年の『年間生活目標』は・・・。
① 廊下・階段は静かに右側を歩こう

② 時間を守って行動しよう

③ 元気にあいさつしよう

毎日落ち着いた生活をすることで、ケンカや

ケガも減ります。話をきちんと聴くことで学力

もぐんとつきます。よい耳のよいこさです。

４月・５月のめあては・・・

「みんな友達 明るい学校」 一人一人がどん

な取り組みをしたらよいのか、各学級でも考え

て話し合いましょう。



回数
引き落とし日（予定） 給 食 費 共同購入費 スポーツ振興センター ＰＴＡ会費

ゆうちょ銀行 全学年共通 全学年共通 全学年共通 世帯あたり

１ ５月１５日（水） １０，０００円 １，６００円

１児童につき４６０円

第１回５月１５日

銀行引き落しで

一括集金します。

残高の確認につき

ましてよろしくお

願いします。

１家庭あた

り１年間に

３６００円

現金で集め

ます。

集金袋を配

付して集金

しました。

まだ未納の

方はご協力

ください。

２ ６月 ５日（水） ５，０００円 ８００円

３ ７月 ５日（金） ５，０００円 ８００円

※ 引 き 落 と し は あ り ま せ ん 。

４ ９月５日（木） ５，０００円 ８００円

５ １０月７日（月） ５，０００円 ８００円

６ １１月５日（火） ５，０００円 ８００円

７ １２月５日（木） ５，０００円 ８００円

８ １月７日（火） ５，０００円 ８００円

９ ２月５日（水） 調 整 額 １，６００円

※ 原則として毎月５日が引き落とし日になります。引き落し日にあわせて、残高の確認をお願いします。
※ 引き落としができなかった場合には、現金集金となります。ご面倒でも事務室までお届けください。

２２日(月) 集会 給食終了

２３日(火) 天皇誕生日

２４日(水) 冬季休業

１月 ６日(木) 集会 短縮３校時

学校費の納入につきまして、円滑に進みますよう、一年間どうぞご協力をお願いします。

毎 月 の 納 入 金 額 一 覧 手数料は１０円です。５月は４･５月分の２ヶ月分引き落とされます。

❤『祝３０周年航空写真』撮影しました！！！
２５日(木)には台形型に並んだ全校児童を屋上

から撮影、２６日(金)10:20 にはわずか３分程の短

い間、飛行機が飛来し「色画用紙を空に向けて絶

対に飛行機を見ない！」と言われるまま、じっと

して飛行機からの撮影が終了しました。生浜東小

上空を３回程回旋した後、翼を左右に振るとあっ

と言う間に西の方へ飛んで行ってしまいました。

 ❤連絡メールへの登録をお願いします！
千葉市内全小中学校で加入しています携帯

連 連絡メールは毎年更新が必要です。現在、仮

登録された方について、順次確認をして本登

録の手続きをしているところです。万が一の

場合の有効な連絡手段としてぜひ登録して

いただき、活用を図りたいと考えています。どうぞ

多くの皆様に加入していただき、短時間で一斉に配

信ができるようご協力をお願いします。なおこの登

録は、自治会やｾｰﾌﾃｨｰｳｫｯﾁｬｰさん等地域の皆様にも

呼びかけています。【問合せは 266-4541 教頭まで】

❤朝は「おはよう！」元気なあいさつから…。
朝は元気な「おはよう」のあいさつから始まり

ます。正門前では校長先生と、そして職員玄関前

では学級ごとに毎週入れ替わって子ども達がハイ

タッチであいさつしています。あいさつ運動があ

るので、朝早く家を出て来る子もいるようです。

入学した頃は恥ずかしそうに声もタッチも遠慮が

ちの１年生でしたが、今ではすっかり慣れて時に

はシビレそうなくらい力強いタッチもあります。

先生、友だちだけでなく、ｾｰﾌﾃｨｳｫｯﾁｬｰさんや地域

の皆さんにも毎朝あいさつできるといいですね。

❤学習参観・PTA 総会・交流会お疲れ様！
２０日(土)には、たくさんの保護者の皆様が参観

に来てくださいました。各教室の授業では、手をあ

げて発表したり前に出て説明したり、子ども達の真

剣な表情、はりきっている様子が伝わってきまし

た。できるだけ教室内に入っていただき、廊下での

私語は遠慮していただきたい旨、案内の手紙にも書

かせていただきましたが、年々参観者のご協力によ

り静かな学習環境になってきてす。

交流会では、異動された先生

方がたくさん来てくださり、和

やかで楽しい会となりました。

 ❤運動会(紅白)のキャラクター募集…。
２２年度は、[紅]焚き火のﾀｯﾁｬﾝ[白]にぎちゃん

２３年度は、[紅]とみちゃん [白]たまごん

２４年度は、[紅]だるまっち [白]豆腐の父ちゃん

さて、今年度の紅白のキャラクターは何になるので

しょうか。応援団長は誰がなるのでしょうか、そし
て優勝の行方は？ますます楽しみな運動会です。

一日ありがとうございました。

航空写真申込み①5/2(木)～5/10(金) ②6/20 頃予定


