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何より元気に登校、そして…運動会へ 
                             校長   

 

３９日間の夏休みが終わりました。何より、元気に登校してくれたことが一番うれしかったことで

す。夏休みは、親子で、思い出はつくれたでしょうか。また、休み前にお願いした親子の会話はたく

さんできたでしょうか。子どもたちにとって、かけがえのない思い出の積み重ねの一つ一つが、将来

の心のエネルギー源になると思っています。 

今年の夏は、リオデジャネイロオリンピックが開催され、計４１個のメダルを獲得した日本。たく

さんの感動を与えてくれました。印象的だったのは、４００ｍリレー、１００ｍで決勝まで進んだ選

手が誰一人いない中、バトンバスの技術で、アメリカチームより速くゴールし、ボルト選手率いるジ

ャマイカチームに迫る勢いでした。 

日本選手のベストタイムは、それぞれ 10秒 05、10秒 22 、10秒 01、10秒 10で足すと 40秒 38

です。リレーのタイムは 37秒 60で見事銀メダル。今回 4人のベストタイムの合計から 2秒 78

バトンパスで縮めた計算になります。アメリカは、失格でしたが、同じように計算すると１秒 50、

ジャマイカは、1秒 62バトンパスで縮めています。こうして比較してみると、いかに日本のバト

ンパスが素晴らしかったかわかります。一人一人では、かなわなくとも４人が協力することによ

って、1秒以上アメリカやジャマイカにバトンパスで迫っていることがわかります。１００ｍ１

０秒として、１秒で１０ｍほど距離を縮めていると言えるのです。すごいことです。ここまでで

きるようになるために、ただならぬ努力があったに違いありません。アメリカやジャマイカを抜

くシーンを頭に描きながら、日々トレーニングしたに違いありません。協力して頑張るとこんな

にも大きな力が得られるということを教えてもらったように思います。また、メダルの数以上に

多くの感動的な場面がありました。アスリートたちが必ず口にする言葉がありました。それは、「あ

りがとう」という感謝の言葉でした。そして、彼らを支えた人々が、彼らを誇りに思っていることも

伝わってきました。そんな姿に目頭があつくなるのを感じました。 

さて、９月は休み前から始まった運動会への取組が本格的に始まります。子どもたちは一生懸命自

分たちを鍛え始めています。先生たちも子どもたちを鍛えようと熱く指導しています。何も将来オリ

ンピック選手にするために鍛えるのではありません。

血のにじむような練習こそ価値だということでもあ

りません。共栄小の子どもたちを誇りに思える場面

をたくさんつくること、その積み上げが、子どもた

ちの大きな成長につながるはずです。仲間や保護者、

先生に「ありがとう」と言える場面をたくさんつく

ること、その積み上げが、子どもたちの心を豊かな

ものにしてくれると思います。その経験の繰り返し

が、いつか自分でとことん努力できる何かを見つけ

る原動力になることを信じています。運動会は、自 

分を伸ばすチャンスがいっぱい転がっています。 

９月２４日は、そんな子どもたちの可能性をたく

さん感ずることができるはずです。是非、応援にき

てください。そして、子どもたちを誇りに思う時間

をともに過ごしましょう。よろしくお願いします。 

ひ び き 教育目標： なかよく かしこく たくましく 

３本柱：さわやか挨拶  聞き方・話し方名人 

     いきいき運動 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

親育ち                  多治見市教育委員会 

『良い睡眠の大切さ』 

 本年６月の市内各学年１学級抽出の児童・生徒アンケートによると、８割の小学生が１０時

までに寝ています。また、中学生の９割弱は１０時以降に寝ていて、約１７％が１２時過ぎに

寝ていると答えています。このアンケート結果を見て、どう思われますか。 

昔から、「寝る子は育つ」と言います。近頃「午後１０時から午前２時までは、睡眠のゴー

ルデンタイム」と聞きます。成長ホルモンの分泌が盛んになるなど、この時間帯の睡眠が子ど

もの発育に大切であると言われています。 

子どもの発育を促すとともに、学校や家庭などでの「集中した学習」や、「安全な生活」が

できるように、長期休業期間が終わったこの時期に、今一度「良い睡眠」が得られる生活リズ

ムを心がけさせましょう。そのためには家族との家庭での過ごし方が大切です。家族での話題

にしてみてください。 

夏休み明け 全校集会・授業開始 （８月２９日） 

親子工作教室（７月３０日） 
夏休み恒例となったＰＴＡ母親

委員会主催の親子体験教室が開催

されました。今年は、粘土工作の

講師の先生をお迎えして、絵の具

で色をつけたり、ビーズなどの飾

りを散りばめたりしてカラフルな

作品を作りました。 

母親委員会の皆様、行事の企画

と準備、当日の運営等、ありがと

うございました。 

背筋を伸ばし、顔をあげ、じっとして話

を聞く・・・夏休み明けとは思えない全校

集会の姿でした。６･５年生はもちろん、

４･３年生も、そして、今回は２･１年生の

成長ぶりが目立ちました。『立腰』の取り

組みの成果が少しずつ現れてきたように

思います。 

その後、教室で授業開始。１年生の教室

でも、全校集会に続けて集中力を切らすこ

となく、きちんといすに座り、先生の話を

聞いて活動する姿が印象的でした。 

分団長会（８月３０日） 

 集合時間を守る、

分団長が指示して、

みんなが指示を聞

いて安全に登下校

すること。当たり前

のことですが、これ

までを振り返り、課

題を確認しました。 

運動会に向けて（８月３１日） 

 ９月２日(金)に

結団式があります。

応援団の子たちは

夏休み前から準備

を進めてきました。

各学級からも、勢い

のある応援の歌声

が聞こえてきてい

ます。 



（保護者の皆様には、お子さんを通して別途、文書を配布しましたので、そちらをご確認ください。） 

 地域の皆様へ  共栄小学校ＰＴＡより 

運動会における自動車利用についてのお願い 
 

 日頃は、ＰＴＡ活動にご支援とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

 また、学校の近隣にお住まいの皆様には、毎年運動会の際に人や車で道路等が混雑するにあた

り、ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

  さて、今年も９月２４日(土)[雨天順延]に運動会が実施されます。その際、学校周辺の道路事情

を考慮し、少しでも混雑や混乱を解消するため、保護者をはじめ、運動会のためご来校される方

には、下記の内容について守っていただくようお願いしております。元よりご不便やご迷惑をお

かけしますが、何より児童が主役の運動会が安全に実施できるよう、ご理解いただき、ご協力を

よろしくお願いします。 
 

① 駐車場を準備しません。校内並びに共栄公園駐車場、学校周辺への駐車を固くお断りします。 

② 徒歩でお越しいただくか、人の乗降と荷物の積み降ろしのために共栄公園駐車場内の送迎用

の乗降スペース(駐車はできません)をご利用ください。 

③ 下図のように、乗降スペースを確保します。人の乗降と荷物の積み降ろしのみにご利用くだ

さい。駐車はできません。車を止めて、荷物の積み降ろしをされる際には、速やかに行ってく

ださい。誘導に従って、図の矢印の動線に従って動いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 運動会当日は、車でご来校の方について学校周辺は一方通行とします。乗降のため校内を通

行されるときも含めて、安全に十分配慮してください。 
 

※ 以上について、運動会で来校される方にはぜひお守りいただくよう、重ねてお願いします。 

  ただし、一般の方の自動車の通行を制限するものではありません。 

 
 
 
 

「多治見市科学作品展」 日時：９月３・４日（土・日） ９：００～１７：００ 
会場：バロー文化ホール 展示室 

「多治見市発明くふう展」日時：９月１０・１１日（土・日） ９：００～１７：００ 
会場：多治見市産業文化センター 



９月の行事予定  
日にち 学 校 行 事 ＰＴＡ関係 

 １ 木 連れ去り未然防止教室(1･2 年)  委員会 下校(１～4 年)15:15(5･6 年)16:00 地区委員会 

 ２ 金   

 ３ 土 ＊多治見市科学作品展(バロー文化ホール 9:00～17:00)  

 ４ 日   

 ５ 月 運動会テント設置(本部席)  

 ６ 火 運動会係会 下校(1 年)14:30 (２～4年) 15:15 (5･6年*４年応援団) 16:00  

 ７ 水 下校 15:15(集団下校) 挨拶活動 

 ８ 木   

 ９ 金   

１０ 土 ＊多治見市発明くふう展(産業文化センター9:00～17:00)  

１１ 日   

１２ 月 運動会テント設置(児童席)  

１３ 火 運動会係会 下校(1 年)14:30 (２～4年) 15:15 (5･6年*４年応援団) 16:00  

１４ 水 全校練習(朝活動～1 時間目) 下校 15:15(集団下校)  

１５ 木 運動会係会 下校(１～4年) 15:15 (5･6年*４年応援団) 16:00 交通当番 

１６ 金 全校練習(朝活動～1 時間目)  

１７ 土   

１８ 日   

１９ 月 敬老の日  

２０ 火 全校練習(朝活動～1 時間目)  運動会係会 下校(1 年)14:30 (２～4年) 15:15 (5･6年*４年応援団) 16:00 

２１ 水 下校 15:15(集団下校)  

２２ 木 秋分の日  

２３ 金 全校練習(朝活動～1時間目)  運動会準備 下校13:40(1～4年)15:30(5･6年*４年応援団)  

２４ 土 運動会(順延の場合は授業日･弁当必要)  

２５ 日 運動会予備日  

２６ 月 振替休業日  

２７ 火 弁当必要 委員会(運動会係反省) 下校(1 年)14:30 (２～4年) 15:15 (5･6年*４年応援団) 16:00 

２８ 水 下校 15:15(集団下校)  

２９ 木   

３０ 金   

〔１０月の主な日程〕 

３日(月) お弁当・おにぎりの日 

４日(火) 2 年親子行事 

５日(水) ＰＴＡ本部会 

７日(金) 前期終業式 

１１日(火) 後期始業式 

１３日(木) ４年校外学習 

１４日(金) ６年親子行事 

１６日(日) 資源回収 

１７日(月) ＰＴＡ交通当番 

 

 

 

    
１８日(火) ５年校外学習 

２１日(金) ５年親子行事 ６年校外学習 

２３日(日) 資源回収予備日 

２６日(水) 1 年校外学習 

２７日(木) 市音楽祭・４年生出場 
 

９月２６日･･･学校徴収金の口座引き落とし日です。 

運動会の期日について 
 本年度は、９月２４日(土)に実施します。なお、天
候により順延する場合については、下記のようにしま
す。 

24 日実施  25 日実施  26 日実施 

24 日(土) 運動会   雨天・授業(弁当)  雨天・授業(弁当) 

25 日(日) 休 み   運動会     雨天･休み 

26 日(月) 振替休業日   休 み     運動会 

27 日(火) 授業(弁当)    振替休業日    振替休業日 


