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一学期ラストの一週間！ひまわりのように明るく！

向日葵は金の油を身にあびてゆらりと高し日のちひささよ

前田夕暮

【意味】ひまわりは、金の油（太陽の光）を浴びたように輝いて、ゆらりと
高く立っている。それに比べて、 後ろに見える太陽の小さいことか。
ひまわりの花言葉は、《あなたは素晴らしい》です。
常盤小学校のピロティの手前の花壇にひまわりが咲き、明るくなり
梅雨のうっとおしい気分を吹き飛ばしてくれています。
東日本大震災が起きて迎えた最初の夏（2011 年）、がれきの中から
茎をねじ曲げながらも懸命に伸び、大輪の花を咲かせた『ど根性ヒマワリ』は、被災者の
生きる希望となったそうです。その１世の種は希望のメッセージとともに各地に広がり、今年咲いたのは
10 世になります。「なぜ 1 世、2 世、3 世と数えるのか」と聞くと、『ど根性ヒマワリ』を見つけた被災者
の方は、「例えば 50 世になり、子どもたちが“なぜ 50 世なの？”と尋ねたときに、“50 年前、大震災
が起こって～”と話ができます。」と答えられたそうです。震災を忘れず、次代へつなぐ大切な花でもあ
る『ど根性ヒマワリ』の子孫です。
背丈が大きく伸び、花の部分が重いひまわりは、太い茎でも支えきれないで折れたり、風で簡単に
倒れたりします。しかし、支柱を立てれば倒れません。コロナ禍も大雨被害も支えあう心が希望となり、
生きる力になります。支えあう心は、相手の状況を《人ごと》ではなく《自分ごと》ととらえることから生
まれます。常盤小学校も支えあえる学校でありたいと思っています。
最後になりましたが、１学期の間、学校教育へのご理解・ご支援、子どもたちの安全見守りをいただ
きました保護者、地域、関係機関のみなさま、ほんとうにありがとうございます。あらためて、お礼申しあ
げます。夏季休業中、２学期以降もどうぞよろしくお願いいたします。
【寺内ユカ】
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※〇数字は〇時間目を表しています
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4年出かける浄水場（出前授
業）②③⑤⑥体育館
個人懇談会
４時間授業13:25最終下校
学校協議会１９：００
個人懇談会
４時間授業13:25最終下校
給食終了 短縮４H+大掃除
14：00最終下校 JA引落し
終業式2H授業
最終下校10：45
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9/4 避難訓練・大阪 880 万人訓練

9/17・18 分散学習参観

行事

学校保健委員会14：00

始業式 登校指導(専科）3H授
業
最終下校12:00
登校指導（6年） 短縮4H授業
給食開始 心臓一次健診9：00
下校訓練13:25登校指導（5年） 5時間授業
聴力検査5年
登校指導(4年） 聴力検査４年
登校指導(3年）

聴力検査3年

登校指導(2年）

聴力検査２年

Ｐ行事

２学期の主な学校行事（予定）
９月１7 日（木）分散学習参観Ａ⑤（全学年）
分散修学旅行説明会Ａ（6 年生）
９月１8 日（金）分散学習参観Ｂ⑤（全学年）
分散修学旅行説明会Ｂ
（6 年生）
１０月１６日（金）運動会（全学年）
１０月３０日（金）遠足（１～５年生）
※予備日は、１１月１３日（金）
１１月６日（金）７日（土）修学旅行（６年生）
※１１月９日（月）振替休業（６年生）
１１月２５日（水）校内音楽会（児童のみ参加）
１１月２６日（木）音楽発表会（保護者のみ鑑賞）
１１月２７日（金）音楽発表会（保護者のみ鑑賞）
１２月２２日（火）２３日（水）個人懇談会
１２月２４日（木）給食終了
１２月２５日（金）２学期終業式
1２月２６日（土）冬季休業（～１／４（水）
）
１月５日（木）３学期始業式
※今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状
況により、変更の可能性があります。

学習参観について
２学期は、学習参観を実施する予定です。感染
拡大防止のため、下記の通り、２日間で分散して
実施します。ご不便をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
開催日：令和２年９月１７日（木）１８日（金）
１７日（木）分散登校Ａグループ保護者
１８日（金）分散登校Ｂグループ保護者
時 間：５時間目（１３：４０～１４：２５）
場 所：各教室等
お願い：・保護者の方も、検温および体調の確認
をお願いします。
・手洗い、マスクの着用をお願いします。
・廊下での密を緩和するため、教室内で
の学習参観をお願いします。
・各自で暑さ対策をお願いします。
その他：・６年生は、両日図書室で、修学旅行説
明会を実施します。
・B グループで１８日（金）に参観がで
きない場合は、１７日（木）に参観し
てください。
※今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状
況により、変更の可能性があります。

運動会について
今年度の運動会実施について、校内で繰り
返し話し合いをもちました。その中で、実施
する上で大切にしたいと考えたこととして
① 全児童が一堂に会して実施したい。
② 最高学年である６年生が中心となる運
動会を実施したい。
③ 他学年の演技や競技を見合う機会を保
障したい。
④ 児童の身体的な負担を少しでも軽減し
たい。
⑤ 少しでも保護者の方に成果を見てもら
う機会をつくりたい。
を確認しあいました。そこで、以下の通り実
施したいと考えています。
開催日：令和２年１０月１６日（金）
時 間：午前のみの半日開催
※給食を実施し、その後下校
場 所：常盤小学校運動場
※児童席の間隔を広げ密を緩和する
種 目：各学年約 20 分間の持ち時間の中で
実施種目を検討する。
お願い：・１～５年生の保護者の方は、1 名
以内の参加でお願いします。
・幼稚園年長、6 年生の保護者の方
は２名以内の参加でお願いしま
す。
・自転車での来校はご遠慮ください。
（今年度は駐輪場が設置できません）
・保護者の方も、検温および体調の
確認をお願いします。
・手洗い、マスクの着用をお願いしま
す。
・お子さまの演技が終了しましたら、
保護者の方の入れ替わりをお願い
します。
・保護者の方の入場・退場は、一方通
行のご協力をお願いします。
・椅子、脚立の持ち込みはご遠慮くだ
さい。
その他：・今年度は、スペースが取れないの
で、来賓席、敬老席は設置できませ
ん。
※今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大状況により、変更の可能性があります。
※なにとぞ、ご理解とご協力をお願いします。

校内音楽会について
今年度の校内音楽会は、新型コロナウイルス感

令和３年度 PTA 役員の内定
７月に実施した、令和３年度 PTA 役員公

染症感染拡大に伴い、例年と違った形での実施を

募におきまして、会長、副会長（男女）、書記、

予定しております。

会計、すべての役職に立候補がありました。

体育館内の密を避けるため、以下の日程で、分
散しての開催を検討しています。

立候補者が、それぞれの役職に１名ずつで
したので、すべての立候補者が内定しました。
立候補していただきました皆様、PTA 会員

◆校内音楽会（児童のみ参加・鑑賞、色別開催）
令和２年１１月２５日（水）

の皆様、役員選出にご協力をいただきありが
とうございました。

◆音楽発表会（保護者の方のみ鑑賞、色別開催）
令和２年１１月２６日（木）午前中開催
令和２年１１月２７日（金）午前中開催

PTA 規約内規の一部改正
令和２年７月の１７日実行委員会におい
て、PTA 規約内規を一部改正しました。

詳細につきましては、後日改めてお知らせさせ
ていただきます。なお、今後の新型コロナウイル

具体的には、役員選出の際の免除対象者の
規定についてです。

ス感染症の感染拡大状況によっては、内容や開催
方法等につきまして、変更が生じる可能性があり
ます。

現行は、単身赴任者を有する候補者は、役
員候補者説明会に出席し、多数の同意を必要
としていましたが、規約内規の改正により、

なにとぞ、ご理解とご協力をお願いします。

単身赴任者も除外対象者となりました。
令和４年度 PTA 役員選出時より適用され

各教室に扇風機をつけていただ
きました
これまで、教室で活用してきた壁掛け扇風機で
すが、経年による劣化が見られていました。

ますので、ご承知ください。

熱中症にもご注意ください
新型コロナウイルスの感染拡大防止策に

そこで、この度、

ご協力をいただいておりますが、梅雨が明

PTA より普通教室に

け、暑さがさらに厳しさを増してきていま

２台ずつ壁掛け用の

す。

扇風機を寄贈してい
ただきました。

基本的にマスク着用は必要ですが、周りと
十分な距離が保てている場合、体育など運動

夏休みが短縮され、

時などには、マスクを外し、熱中症の予防に

真夏の授業となっていま

も気を付けるようお声掛けをお願いします。

すが、エアコンを併用し

また、大き目の水筒、タオルの用意などもお

ながら、これまでよりも

願いします。

快適に学習ができていま
す。
ありがとうございます。

新型コロナウイルス感染予防と熱中症予
防、難しいですがどちらも心がけたいと思い
ます。

