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子どもたちの明るい笑顔と、さわやかな声と共に栄小学校の２学期がスタートしました。３９日間の夏
休みはいかがだったでしょうか。大きな病気や怪我の報告もなく、元気に過ごせたことを嬉しく思います。
また、始業式では、児童の「おはようございます」という元気なあいさつ。そして、明るく和やかな雰
囲気で臨んでいる児童の様子から、一人一人が有意義な夏休みを過ごしてきたことが感じられました。２
学期にはどのような活躍を見せてくれるのでしょうか。期待が膨らみます。
さて、今年の夏に目を向けてみると、自然の猛威は止まることなく、日本各地を集中豪雨が襲いました。
被害に遭われた方々の１日も早い復興を衷心よりお祈りいたします。
スポーツに目を転じると、世界水泳や世界陸上の日本選手の活躍があり、少し睡眠不足になったのを覚
えています。しかし、私にとってこの夏のトップニュースは、第９９回全国高校野球選手権大会で埼玉県
代表の花咲徳栄高校が初優勝を飾ったことです。県民悲願の深紅の大優勝旗を埼玉県に持ち帰ってくれま
した。本当に素晴らしい事だと思います。でも、この全国制覇を成し遂げた裏には、努力の上に努力を積
み重ね、仲間を信じ、諦めない野球を集中してやってきた結果だと思います。わたしたちに大きな感動と
勇気を与えてくれました。本当におめでとうございます。
２学期には、運動会を初め、修学旅行、社会科見学などたくさんの行事があります。これらの行事に取
り組みながら普段の学習を大切にし、
「健康でたくましい子」
（元気いっぱい）
「進んでかかわる子」
（あい
さついっぱい）
「思いやりのある子」
（なかよしいっぱい）を目指し、ねばり強く努力できること、自分の
考えをしっかり持つことができるよう指導して行きたいと思います。保護者の皆様には、２学期のスター
トがお子さんにとって一層順調なものとなるよう、お子さんの生活リズムも含めて体調管理や学習用具の
準備にご配慮いただけますようお願いします。そして、２学期も子どもたちのために、教職員一同、力を
合わせて取り組んで参りますので、保護者、地域の皆さんの御支援と御協力をお願いします。

平成２９年度「いじめ防止シンポジウム」について
８月２４日（木）にいじめ防止シンポジウムが市民会館おおみやで開催されました。さいたま市立
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の代表児童生徒、保護者、教職員、地域団体の関係者、関
係行政機関の代表者が一堂に会し、市を挙げて、いじめ問題について考えました。
いじめを起こさせない、見逃さない環境づくりをチームさいたま市として、一丸となり、いじめ防
止に取り組んで行きます。
親子除草について
８月１８日（金）に親子除草がありました。とても蒸し暑い中での作業でしたが、皆さん一
生懸命やっていただきました。学童の皆さんにも手伝っていただき、校庭がとてもきれいに
なりました。ありがとうございました。

【９月の行事予定】
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９月の生活目標 きそく正しい生活をしよう
５
【２学期の主な予定】
≪１０月≫
第２学期始業式 特別日課３時間 下校 11:40
給食開始 通常日課４時間下校 13:50 身体計測（5,6 年） １０日（火）就学時健康診断２時間授業・給食なし下校 10:35
１３日（金）１年遠足（弁当）
通常授業開始 ドリームサッカークリニック６年 委員会 身体計測（3,4 年,なかよし・かがやき）
１９日（木）・２０日（金）６年修学旅行
９月
２６日（木）６年つぼみの日（午後）
３１日（火）３年社会科見学（弁当）
読み聞かせ 身体計測（1,2 年）
引き渡し訓練（安心メール確認後 14:10 に自宅を出てください） ≪１１月≫
７日（火）大宮地区駅伝競走大会（予備日 8（水）
）
１０日（金）小中合同音楽会（午後・代表４年１組）
１１日（土）土曜学校公開 特別日課３時間下校 11:40 給食なし
PTA バザー13:00～15:00【予定】
非行防止教室全学年 水道教室４年
１６日（木）市教研研修大会のため特別日課３時間下校
11:40 給食なし
生活点検(7 日まで) 児童集会 授業参観・懇談会
２１日（火）持久走大会（予備日２４（金）
）
（4,5,6 年）５年親睦会・６年修学旅行説明会 14:45～
２９日（水）懇談会（2,4,6 年,なかよし・かがやき）
４年社会科見学・弁当 授業参観・懇談会（1,2,3 ≪１２月≫
年,なかよし・かがやき）１年親睦会 14:45～
１日（金）懇談会（1,3,5 年）
１８日（月）通学班一斉下校（５校時）
クラブ PTA グラウンドゴルフスコアラー勉強会
２０日（水）給食終了 通常日課４時間下校 13:50
安全点検・登校指導
２１日（木）通常日課３時間下校 11:40
土曜チャレンジスクール 9:30～11:30 田んぼでお米を作る体験事業
２２日（金）第２学期終業式特別日課３時間下校 11:40
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運動会係打合せ①（６校時・5,6 年,応援団,管楽器）
放課後チャレンジスクール 14:50～16:15
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運動会全校練習①（朝・１校時） はぴねすタイム

13
14
15

水
木

クロッキータイム
スーパーマーケット見学３年 クラブ

金
土
日

グラウンドゴルフ練習会（午前）

16
17

9/20 より駅伝課外が始まります。
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運動会全校練習②（朝・１校時）
ＳＳＮ協議会 10:00～ 運動会係打合せ②（６校時・5,6 年,応援団,管楽器）
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毎月２３日はノーテレビ・ノーゲームデーです。
放課後チャレンジスクール 14:50～16:15
運動会全校練習③（朝・１校時）
運動会全校練習予備日（朝・１校時）
運動会係打合せ予備日（６校時・5,6 年,応援団,管楽器）
運動会前日準備（給食あり）（１～４年４時間下校
13:40 ５,６年,応援団,管楽器６時間下校 15:35）

秋分の日 土曜チャレンジスクール 9:30～11:30

田んぼでお米を作る体験事業

30
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運動会【雨天時火曜授業５時間】（弁当）
（１～４年４時間下校 14:50 ５,６年６時間下校 15:20）
発明創意くふう展 30（土）・1（日）ＪＡＣＫ大宮
西区夏休み作品展 30（土）～13（金）西区役所
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振替休業日
運動会予備日（給食なし・弁当）講話朝会

【学校いじめ防止基本方針】
「学校いじめ防止基本方針」が改定されました。
9/1(金)に栄小ホームページに掲載しますので、ご一読
ください。
【あいさつ運動が始まります!】
９月４日（月）～２１日（木）朝の登校時
あいさつを通して、子ども達が仲よく明るく過ごせ
るように、代表委員会や４・５・６年生が、校門前や
昇降口で呼びかけをします。 学校でも引き続きコミ
ュニケーションの基礎となる「あいさつや返事」など
の指導に力を入れていきます。
【身体障害者福祉のための美術展】
≪入選≫※後日、朝会で表彰します。
１年 上田晴瑠 実川真 髙瀬大駕 小笠原万那花
２年 光永稀美子 川崎優和 野沢璃紗 横田颯人
３年 岩本楽久 関口緋真 樹下侑葵 堀口七菜
中島穂香
４年 染谷潤 根本侑輝 小林沙輝 市塚汐恩
５年 菊口琴音 春日琴美 湯澤心 岡田亮
６年 小林瑠南 中島朱梨 井川紬
【歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール】
≪優良賞≫※後日、朝会で表彰します。
５年 熊谷 有紗
【スクールカウンセラー井澤さん来校・９月来校日】
９／４(月)・２２(金)来校時間１０：００～１６：４５
【馬宮中さわやか相談員古川さん・９月来校日】
９／１４(木)・２８(木)来校時間１３：３０～１６：００
※給食費・PTA 会費の口座振替にご協力お願いします。
毎月 11 日 9 月の引落は 11 日(月)です。9/8(金)までにご入金願います。

