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蒲小だより 
 

オリンピックの感動に続け，われらが蒲っ子！ 

校 長  丹治 重廣 
「早ね 早起き 朝ごはん」を夏休み中も！…とお願いしていましたが，今年の夏休みは，連日

寝不足になったご家庭も多かったのではないでしょうか。勿論，その原因は，「リオ・オリンピッ
ク」です。そして，日本選手の連日の大活躍が，更に興奮と感動をもたらしたものと思います。先
日の夏休み明け朝会でも，子供たちにお話ししましたが，メダルの数は，金 12 個，銀 8 個，銅 21
個の合計 41 個の新記録でした。また，入賞は 47 ということで，合わせると何と「88」というす
ばらしい結果でした。応援し見ている側に，たくさんのエネルギーと勇気，そして感動の涙を与え
てくれたと思います。様々な報道から知ることは，メダリストだけではなく，出場した選手の皆さ
んが，その日のために血のにじむような工夫努力，目指す強い気持ちを持ち続けること，ものすご
い重さのプレッシャーにも打ち勝つこと，等々たくさんのことを乗り越え，ここまで来ているのだ
ということでした。その背景を知ることで，更に人々は，心を揺り動かされました。私も，何度も
思わず目頭が熱くなりました。本当に，皆さんが，かっこよく素敵でした！ 
 子供たちにも，一流アスリートだけの話ではないということを伝えたくて，朝会でこの話題を話
しましたが，子供たちには，「小学生としての金メダル」を目指して，毎日を，毎時間を，大切にし
て，必死に頑張ってみてほしいと思います。「夢はあきらめなければ必ずかなう」「一生懸命やるこ
とのかっこよさ，素敵さ」を実感してもらいたい，と改めて強く願っているところです。本校の子
供たちの弱点の一つに，「自己肯定感」「自己有用感」が低いということがあります。「どうせ自分は
…」的な取り組む前に一歩引いてしまう弱さを，様々な経験を通して自信にかえていけたら，と思
います。まずは，一生懸命取り組んでいることを認め，数㎝の前進の一歩でも褒めてあげたいと思
います。ぜひ，ご家庭でも応援してください！これも，オリンピックで感じたことですが，家族の
存在，力の偉大なこと！学校も，負けずに子供たちを育てていきますので，よろしくお願いします！ 

９月の行事予定 （ SC： ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来 校 日 ， OP:お 話 ﾎﾟｹｯﾄ来 校 日 ）  
月 火 水 木 金 土 日 

8/29        OP 30 31 9/1 ２ 3 ４ 

和太鼓鑑賞 

委員会活動 

1 年のみ 4 校時限 

臨時休業日（台風） ６年陸上記録会健

康相談 

クラブ活動 

こがねさらさら 

２年校外学習 ２年居住地校学習 

テストメール配信 

体育館 

土曜開放 

 

５      OP ６      SC 7 ８ ９ 10 11 

1 年のみ４校時限 

代表委員会 

２年発育測定 

５年・特支発育測定 キッズタイム 

6 年 6 校時限 

１年発育測定 

こがねさらさら 

３年発育測定 

６年こころの劇場 

運動会実行委員会 

防犯子供を守ろう

デー 

４年発育測定 

２年校外学習 

 

 

12           OP 13 14 15 16 17 1８ 

1 年のみ４校時限 

６年発育測定 

４年校外学習 

児童朝会 

ALT 来校 

児童集会（陸上記録

会激励会） 

あいさつ運動 

６年陸上記録会 

３年校外学習 

全校５校時限 

２年校外学習 

体育館 

土曜開放 

 

19 20      SC 21 22 23 24 25 

敬老の日 PTA 本部役員会 

ﾌﾟｰﾙ運営委員会 

PTA 運営委員会 

陸上記録会予備日 

６年弁当・６校時限 

１・４年校外学習 

５年稲刈り 

秋分の日 

 

全校５校時限 

お話朝会 

区 Pバレ

ー大会 

 

26           OP 27 28 29 30 10/1 2 

全校４校時限 全校４校時限 

特支４校交流会 

特支のみ５校時限 

委員会活動 

特支のみ４校時限 

居住地校学習 特支子供と市民の

集い運動会 

運動会係児童打合

せ 
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退職する職員と新しい職員の紹介 
退職 髙山多美子（たかやま たみこ・講師） 

退職 東海林洋輔（しょうじ ようすけ・技師） 

２名とも，８/３１で退職いたします。保護者の

皆様には大変お世話になりました。 

 
☆ 押切 亜美 （おしきり あみ・講師） 

髙山先生の後任として，低学年少人数指導を担

当します。 

☆ 杉田 春香（すぎた はるか・指導補助員） 

主に 1年生のサポートをお願いしています。 

☆ 鈴木 直行（すずき なおゆき・理科学習アシ

スタント） 

実験準備等，理科学習のサポートをします。 

 よろしくお願いいたします！ 

一斉メール配信について 

８月３０日の台風で臨時休業となり，翌日の３１

日には全市で始業を２時間遅らせました。保護者の

皆様には，一斉メールとお電話で連絡をいたしまし

たが，うまく連絡が付かなかったり，メールの確認

が遅れてしまったりして，情報がうまく伝わらない

ご家庭もありました。 

学校では保護者の皆様への緊急連絡手段として，

一斉メール配信を行います。そのため，どのご家庭

にも確実に情報が伝わることが非常に重要です。そ

こで，以下の３点について，皆様のご協力をよろし

くお願いいたします。 

１ 月初めのテストメール配信 

毎月始めに学校からテストメールを配信しま

す。届きましたら，題名も本文も変えず，そのま

ま返信してください。 

エラーでメールが戻ってきたり，返信が届かな

かったりしたご家庭には，担任からご連絡いたし

ますので，ご対応をお願いします。 

 

２ メールアドレスの確実な登録 

転入や，機種変更や買換え等によるアドレス変

更などで，メールアドレスの登録が必要な場合に

は，プリントをお渡ししますので，基本的にご自

分で登録の手続きをお願いします。 

ただ，個人情報の取り扱いには十分注意いたし

ますので，メールアドレスを教えても良いという

場合には，担任に連絡帳等で伝えていただければ

確実に学校で設定いたします。 

 

３ メール確認のお願い 

学校からのメールを確実にご覧いただくため

に，新着メールを通知する機能を活用したり，メ

ールチェックする時間等を決めたりするなど，ご

家庭での工夫をお願いいたします。 

９月のテストメール配信は２日(金)に行う予定で

すので，ご協力をよろしくお願いいたします。 

また，返信が必要な一斉メールについては，題名

も本文も変えないで，そのまま返信するようにお願

いいたします（本文に何か書かれたとしても，こち

らで確認できない仕様になっています）。 

学校に泊まろう会 大成功！ 

7 月２３・２４日に，学校に泊まろう会が行われ

ました。自分たちで収穫した野菜で作ったカレーラ

イス，ゲームや花火，夜の校舎を回る肝試しなど，

2 日間めいっぱい楽しみました。 

実行委員になった保護者の方々はもちろんですが，

たくさんのジュニアリーダーの皆さんに，2 日間大

変お世話になりました。ありがとうございました！ 

 
開会式：スタッフの紹介 

 
5 年生以下は料理 

 
6 年生は収穫 

 
おいしいカレーができました 

 
肝試し：ガイコツとこんにちは 

 
寝袋でおやすみなさい 

 

芸術家派遣事業（和太鼓） 

８月２９日に，「和太鼓 Atoa.(アトア)」の皆さん

に，和太鼓の演奏を聴かせていただきました。 

すごい迫力！獅子舞の演技や，子供たちと先生の

体験もあり，楽しい時を過ごすことができました。 

 
アトアの演奏 

 
子供たちによる太鼓体験 

 

 

 
クロスモール仙台荒井の開店について 

テレビ CM 等でも流れていますが，建設中で

あったクロスモール仙台荒井の各店舗が，順次

開店するとのことです。本日９／１にケーズデ

ンキ，その後ケーヨーデーツー，みやぎ生協と

オープンしていくとのことでした。 
学校では，子供たちに以下の点について指導

しました。ご家庭でも話し合い，確認してくだ

さるよう，お願いいたします。 
○ 駐車場に入る車や，商品を運ぶトラック

などに，十分注意すること。 

○ 用事がないのに，子供だけで敷地の中や

お店の中に入らないようにすること。 

○ 放課後や休日に徒歩や自転車で通るとき

には，特に交通ルールを守ること。 

○ 不審者等に遭遇したときには「いかのお

すし」に基づいた行動を！ 

 

最 近 の 蒲 町 小 学 校 は・・・ 


