
  

 ４日（月）漢字かがやき名人   １２日（火）～１４日（木）個人懇談（給食後、下校）   

２１日（木）時間いっぱい走ろう会 ２２日（木）中島中入学説明会  ２６日（火）終業式 

 

１１月分の学校集金は、 

１１月７日（火） 

に引き落としをします。 

よろしくお願いします。 

 

１１月の歌声集会は、６年生が

１１月１３日（月）の３時５分

より体育館で合唱を披露しま

す。お時間がありましたら、ぜひ

おこしください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

公益財団法人「田口福寿会」様より 

新しい本が学校へ寄贈 
されました。 

とてもうれしいお知らせです。

１０月１３日（金）岐阜県総合教

育センターで図書目録伝達式が

開催され、田口福寿会様から「田

口文庫」として５５万円分の新し

い本をいただきました。もうすぐ

貸し出しできます。お楽しみに！ 

１０月１４日 拡大学校保健安全委員会 

 

  

 

 

ＰＴＡ「家庭教育学級」合同開催 

講師：日比 薫 準教授 

（岐阜県立看護大学） 

４０名を超える保護者の

皆様にご出席いただき、拡大学

校保健安全委員会（家庭教育学

級）を実施しました。子どもた

ちにとって、脳を育てる「睡眠」

がとても大切な時間であること

や、インターネットやゲーム         

▲写真：説明される日比先生    に夢中になって夜更かししたり、

寝る寸前までスマホなどの強い光を浴びることで体内時計が狂って、

睡眠リズムを壊したりすることをわかりやすくお話いただきました。

本校では低学年９時、中学年９時半、高学年１０時までに寝ることを

推奨していることも確認しました。 

      

  

    

 

 

 

日 曜    １１月行事予定 

１ 水 登校指導 なかよし遊び 読書まつり開始 

クラブ⑧（６年卒業アルバム写真予定） 

２ 木  

 ３ 金 文化の日 

 ４ 土  

 ５ 日  

 ６ 月 かがやき名人取組開始 児童集会 

 ７ 火 カン曜日  

８ 水 看護大実習 田んぼの学校（５年）委員会 

９ 木 看護大実習 ６年個人写真撮影①  ＰＴＡ

執行委員会19:30～（幹部役員会19:00～） 

１０ 金  

１１ 土 いいあいさつの日 赤い羽根共同募金〆切  

ほっつふれあい広場9:00～11:30 

第２回ＰＴＡ資源回収13:30～ 

１２ 日  

１３ 月 栄養指導（～１８日）歌声集会（６年） 

１４ 火 校外学習６年（明治村）カン曜日  

１５ 水 登校指導 安全点検 クラブ⑨（反省） 

６年個人写真撮影②  

１６ 木 代表委員会 ＰＴＡ学年保護者会（４・５年

保護者）19:30～ 

１７ 金 研究会のため給食後下校 

１８ 土   

１９ 日  

２０ 月  

２１ 火 教育相談 

２２ 水 委員会（反省）心のかがやき・私たちの道徳 

２３ 木 勤労感謝の日 

２４ 金 教育相談 ＰＴＡ広報委員会 

２５ 土 ワックスがけ 

２６ 日  

２７ 月 全校集会 ストーブ・加湿器設置 

計算かがやき名人 

２８ 火   

２９ 水 クラブ⑩（３年生見学） 

３０ 木 なかよし８の字とび大会 

学校だより 

 
1１月号  

平成２９年１０月２０日 

堀津小学校 

▼学校HP 

集金のお知らせ 歌声集会のご案内 

1２月の主な行事 



校外学習に 

行きました！ 
＜１年＞ドリームシアター岐阜１０月６日       

１年生は、ドリームシア

ター岐阜へ行きました。ディ

アボルや皿回し、お手玉など

の大道芸に挑戦し、館内にあ

る遊びを通した体験活動を

楽しみました。 
▲写真：大道芸に挑戦 

＜２年＞市図書館と科学館 １０月１８日 

２年生は、市図書館と岐

阜市科学館に行きました。

ふだん見られない書庫を見

たり、サイエンスショーを

楽しんだりしました。また、

公共施設を利用する時に気

をつけることを学びました。                                              
▲写真： 図書館の書庫で 

＜３年＞バロー羽島店    ９月２７日 

３年生は、バロー羽島

インター店を見学しました。

バックヤードではマイナス

２３度の冷凍庫を見せても

らったり，お客さんや働く

人にインタビューしたりす

ることができました。  

▲写真：バックヤード見学 

＜４年＞美濃和紙の里会館 １０月１１日 

４年生は、美濃和紙の

里会館に行きました。和紙づ

くりの方法や、そこで暮らす

人たちの生活を学び、紙すき

体験にも挑戦しました。また、

「うだつ」のあがる町並みも

見学しました。 

▲写真： 紙すきに挑戦 

＜５年＞パジェロ製造と福寿工業  

９月１１日 

５年生は、パジェロ製造

と福寿工業を見学しました。

組立工場では実際に組み立

てられていく様子や点検の

様子、部品工場では一つ一つ

部品が作られる様子を見る                     

▲写真：自動車の部品工場  ことができました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの表彰をお知らせします！  

受賞された皆さん、おめでとうございます。 

羽島市発明くふう展（絵画の部） 

羽島支会長賞  １年 渡邉 瑠生 

奨励賞     ５年 堀  晃大 

努力賞     ６年 番 さくら 

入 選     １年 岩田 実桜 

４年 大角 夢乃 

５年 河田 茉衣 

        ６年 野村 百花   中川 美優 

  山口 桃香   李  駿吾 

羽島市発明くふう展（くふうの部） 

羽島市教育長賞 ５年 淺野 亮太 

入 選     ２年 古賀 瑠菜 

５年 田路 育巳   番 実花菜 

羽島市児童科学作品展 

入 選     １年 杉山 蒼馬 

２年 長屋 宇晟 

４年 竹尾 朔弥   渡邉 大希 

５年 河合  陽 

６年 可児 星哉 

羽島市読書感想文コンクール 

特 選     ３年 田中 惣基 

準特選     ２年 浅野 美優 

入 選     １年 伊藤 羽奏 

        ２年 加藤 桃香 

        ３年 西脇 万峰 

４年 馬場 紅羽 

６年 浅野 裕音 

また、堀津町子ども会育成会が青少年団体活動発展の

ため貢献したことを羽島市長さんから表彰されました 

赤い羽根共同募金 

堀津小学校では、毎年「赤

い羽根共同募金」に協力をして児

童会で取組んでいます。 

１１月１１日（土）が締切です。

ぜひ、協力をお願いします。募金

箱は児童会より後日お渡ししま

す。 

＜お知らせ＞    １１月１１日（土）   

「ほっつ ふれあい広場」 午前  ９：００～１１：３０ 

   場所  堀津小学校 

   ※保護者証と上ばきをお持ちください。 

 

「第２回 ＰＴＡ資源回収」   

午後 １３：３０～１５：００ 

学校西側 駐車場：（少雨決行）  

 

 

 


