
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３月４日（日） 

堀津町ふるさとまつりに３年生と４年生の皆さんが出演しました。    

はっぴとはちまきを身につけた姿で登場し、「堀津ソーラン」を披露

して会場を盛り上げました。また、会場には各学年の図工作品を展示

し、多くの皆さんにご覧いただくことができました。   

▼民舞「堀津ソーラン」３・４年  

 

▼堀津保育園の皆さんの太鼓演奏     ▼中島中学校１年生の皆さんの合唱 

通学班リーダー引き継ぎ式 

  ３月２日（金） 

朝活動の時、体育館において通

学班リーダーの引き継ぎを行い

ました。新旧の班長さんと副班

長さんにより、真剣な表情で引

き継ぎができました。   

これからも、安全に気をつけ

てしっかりと集団登校しようと

する気持ちが伝わってきました。新年度も、今年度同様に安心安全な登下校にご協力をよろしくお願いします。 

日 曜    ４月 行事予定 

１ 日  

２ 月  

 ３ 火   

 ４ 水  

 ５ 木  

 ６ 金 入学式準備（６年９:００） 

 ７ 土  

８ 日  

９ 月 着任式  始業式 入学式 （新１年PTA学級

委員選出）※各調査票配付 

１０ 火 給食開始（２～６年）通学班リーダー会  

発育測定（３～６年）聴力（３，５年） 

１１ 水 いいあいさつの日 通学班会   

発育測定・聴力検査（おおぞら、１，２年） 

１２ 木 なかよしチーム顔合わせ 1年生給食開始 

学級写真撮影 第1回委員会活動 

ＰＴＡ執行委員19:30（幹部役員19:00） 

１３ 金 認証式  図書館開館日 

視力検査（４～６年）安全点検 

１４ 土    

１５ 日  

１６ 月 視力検査（１～３年） 

通学路点検＆110番の家あいさつ 

１７ 火 全国学力・学習状況調査（６年） 

１８ 水 歌声集会 ３分間走開始 

１９ 木 心のかがやき･私たちの道徳 

ＰＴＡ役員総会19:30（幹部役員19:00） 

２０ 金 命を守る訓練（５時間目）代表委員会 

１年生を迎える会準備（２～６年） 

 教育相談 

２１ 土  

２２ 日   

２３ 月 家庭訪問① 

２４ 火 家庭訪問② 

２５ 水 家庭訪問③ 

２６ 木 家庭訪問④ 

２７ 金 委員会 ＰＴＡ総会準備  

まきの木集会（１年生を迎える会） 

２８ 土 土曜授業① 授業参観 ＰＴＡ総会  

学級懇談会 ※学級写真注文 

２９ 日 昭和の日 

３０ 月 振替休日 

学校だより 

 
４月号  

平成３０年３月１２日 

堀津小学校 

▼学校HP 



※県や市からの行事が確定していません。 

今後、変更の可能性があります。 

変更する場合は、改めてお知らせします。 

   

平成３０年度の主な行事予定をお知らせします。（3/12版） 
今後、変更も予想されます。変更があった場合はお知らせします。    （※印は、堀津町行事）

＜前 期＞ 

４月   ６日（金）新６年 入学式準備（9:00～） 

９日（月）着任式・前期始業式・入学式 

１０日（水）給食開始（２～６年） 

１２日（木）給食開始（１年） 

２３日（月）～２６日（木）家庭訪問 

２７日（金）１年生を迎える会 

２８日（土）終日土曜授業①  

授業参観・ＰＴＡ総会・学級懇談会 

５月  ８日（火）交通安全教室（３・４年） 

１２日（土）終日土曜授業②  

新体力テスト・引渡し訓練 

音楽鑑賞（ウインドアンサンブル）  

ＰＴＡ救命講習会（午前） 

第１回資源回収（15:00～） 

    ２９日（火）プール掃除（５・６年） 

６月 １１日（月）演劇鑑賞（劇団うりんこ） 

１５日（金）プール開き 

１７日（日）※堀津町歩け歩け運動 

７月  ５日（木）授業参観 学級懇談会 

 ２０日（金）全校集会（夏休み7/21～8/22） 

 ２７日（金）自転車安全大会（６年） 

８月 ２３日（木）全校集会（８月中は給食後下校） 

２５日（土）ＰＴＡ奉仕活動 

２９日（水）３０日（木）夏休み宝物作品展 

３１日（金）プール終了 

９月  ８日(土)※堀津町敬老会 

   １５日（土）運動会    

１８日（火）振替休業日 

１０月   ５日（金）前期終業式 

     ７日（日）※堀津町民運動会 

＜後 期＞ 

１０月  ９日（火）１０日（水）秋季休業日 

（キッズウィーク10/6～10/10） 

    １１日（木）後期始業式 

１６日（火）修学旅行一日目 給食試食会 

１７日（水）修学旅行二日目 

２４日（木）こころの劇場 

３１日（水）授業参観  

１１月  ７日（水）８日（木）宿泊体験学習（５年） 

     ８日（木）まどか寄席（６年） 

１７日（土）終日土曜授業③  

堀津ふれあい広場 合唱交流会  

第２回資源回収（15:00～） 

   ２９日（木）なかよし８の字とび大会 

１２月  ４日（火）～７日(金) 個人懇談 

    １４日（金）時間いっぱい走ろう会 

   １８日（火）中島中学校入学説明会 

   ２１日（金）全校集会 

１月   ７日（月）全校集会 

    ９日（水）書き初め会 

１０日（木）新入生のための親子入学説明会 

２月 １４日（木）授業参観 学級懇談会 

   ２２日（金）６年生を送る会 

３月  ３日（日）※堀津町ふるさとまつり 

    ２５日（月）卒業証書授与式 

  ２６日（火）修了式 後期終業式 離任式   

子どもたちの表彰を 
お知らせします！ 
   入賞された皆さん、 

おめでとうございます。 

（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡ共済 

全国交通安全ポスターコンクール 

警察庁長官賞 １年 番 翔太郎 

 

スキーMAIKO小学生選手権大会 

優 勝    ６年 宇佐美 巧 

 

県文芸祭 詩部門  

秀作賞    ２年 番 まゆな 

 

県文芸祭 俳句部門  

入 選    ２年 佐藤 壱哉 

 

 

市美術展 書写の部 

市長賞    ４年 不破 心菜 

         ５年 太田 桧成 

優秀賞    ４年 浅井 音羽 

入 選    １年 浅井 椛音 

        １年 田中 仁基 

       １年 和田 菜那 

２年 浅野 美優 

２年 新里 美月 

２年 渡邉 真灯 

３年 河田 莉子 

       ３年 田中 惣基 

       ３年 仁田原あこ 

       ４年 平田 若葉 

５年 浅井萌々香 

入 選    ５年 河田 茉衣 

       ６年 浅野 裕音 

       ６年 伊﨑 彩華 

       ６年 野方 涼楓 

市美術展 絵画の部 

優秀賞    ４年 古賀 陽菜  

 入 選    １年 加藤  葵  

１年 和田 菜那 

２年 安藤 寧音 

２年 岩田 渉望 

３年 池谷 結旬 

３年 臼井 真丈 

４年 大西 陸人 

５年 河田 茉衣 

５年  堀  晃大 

６年 橋本 純那 

６年 森下 心智 

羽島市立体作品展 １年 岩田 実桜 

         ２年 兼丸 海流 

３年 野方 世椰 

４年 浅野 真穂 

５年 田路 育巳 

６年 岸  圭也 

おおぞら 太田 龍空 
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