
あっというまに２月も下旬を迎え，今年度も残すところ１か月となります。
今回の授業参観では，各学年児童の成長と学習成果をご覧いただけたことと
思います。次年度へ向けての準備に御家庭でも御協力をお願いします。

実家庭数

三年目を迎えて
左表のとおり，今回より新たな委員もお迎えして三年目

を数える住吉台学校運営協議会です。
今回は，４年度の学校経営や教育活動に関する評価と５

年度の経営方針について御理解いただきました。また，今
年の運営協議会の活動内容や方針について熟議を行いまし
た。今後の同会についての目的や具体的な活動を焦点化す
ることの必要性について，活発に意見交換が行われました。
児童生徒が主体的に地域に関わっていけるように，学校と
地域・保護者でさらに直接的な情報共有の場を設けていく
ことが提案されていました。

委員 氏名 所属・役職　等

1 委員長 反田　恵美子 子ども教室「住吉だいっ子」運営委員長

2 副委員長 石川　勝 住吉台中学校PTA 顧問

3 委員 大澤　寛壽 住吉台小中学校学校管理校医

4 委員 大塚　廣樹
住吉台小学校ボランティア防犯巡視員

オオムラサキの舞うふる里を育てる会会長

5 委員 後藤　郁雄
住吉台連合町内会長

泉西二地区民生委員児童委員協議会長

6 委員 佐々木　信行 住吉台児童センター所長

7 委員 継枝　喜美夫 中学校柔道指導

8 委員 濱岡　みち子
社会福祉協議会長

民生委員児童委員

9 委員 早坂　廣輝 泉西部地区連合町内会顧問

10 委員 松本　明夫 住吉台連合町内会防災交通委員長

11 委員 岩田　友美 住吉台小学校PTA顧問

12
委員

事務局
佐藤　慶子 学校支援地域本部スーパーバイザー

13
委員

事務局
長谷部　順子

学校支援地域本部スーパーバイザー

主任児童委員

14 委員 三戸　葵 住吉台小PTA会長

15 委員 熱海　理恵 住吉台小学校PTA会計

寒さに負けず，元気よく！
住中の生徒会と住小の児童会とが合

同で2/6～10に挨拶運動を行いました。
登校時間に合わせて，中学校昇降口前，
小学校南門，小学校北門に分かれて，
登校してくる児童生徒の皆さんに「お
はようございます！」と元気な声で挨
拶することを呼びかけました。

4月1日より新体操着を販売開始
お知らせしておりました新体操着の販売

開始は4月1日からの予定です。生協高森店
とwebでの販売です。これまでの体操着は
販売を終了いたしますので，4月1日以後は，
新体操着のみお求めいただけます。なお，
これまでの体操着は引き続き使用していた
だいて結構です。

もう一度見直してみよう
地域の中で，皆が気持ちよく，安心して過

ごせるように，生徒指導主任より朝会時に全
校児童に対して学校外での生活についても話
をしました。周囲に雪玉などを投げない，人
の家に立ち入らないなど，学校外での安全な
生活について，振り返るように話をしました。
御家庭からもお声がけをお願いします。



予定は現時点のものです。今後，変更が生じる場合があることを御承知ください。

行事等 行事等

3月1日 (水)
安全点検

施設開放停止（体育館）
4月1日 (土)

3月2日 (木)
6年生を送る会　たてわり⑤

算数スキルテスト 委員会⑨最終
4月2日 (日)

3月3日 (金)
お話朝会　　PTA運営委員会

4校時限Bタイム 給食あり
4月3日 (月)

学年始休業日

※新入学児童名簿発表掲示（～6日）

3月4日 (土) 4月4日 (火) 学年始休業日

3月5日 (日) 4月5日 (水) 学年始休業日

3月6日 (月) 5校時限Bタイム 給食あり 4月6日 (木) 学年始休業日

3月7日 (火) 4校時限Bタイム 給食あり 4月7日 (金) 学年始休業日

3月8日 (水)
代表委員会⑨　メディアを考える日　国語スキルテ

スト
4月8日 (土)

3月9日 (木) 4月9日 (日)

3月10日 (金) 守ろうデー　１～５年ＣＢ持ち帰り 4月10日 (月)
披露式・始業式 入学式　PTA入会式

Bタイム　３校時限 避難経路確認

3月11日 (土) 4月11日 (火)
全校４校時限Bタイム　給食なし弁当なし　入学式

予備日

3月12日 (日) 4月12日 (水) 全校４校時限　給食開始　6年・けやき発育・視力

3月13日 (月) 施設開放停止（体育館）～17日 4月13日 (木)
全校５校時限(1年４ｈ）　１年交通指導　５年発育

視力 仙台市標準学力検査２年以上

3月14日 (火)
5,6年:卒業式予行練習

６年同窓会入会式
4月14日 (金) 全校５校時限４年・発育・視力

3月15日 (水) 大掃除　給食最終日 4月15日 (土)

3月16日 (木)
Bタイム1~4,6年:4校時限　給食なし弁当なし

5年:5校時限卒業式準備・弁当持参日
4月16日 (日)

3月17日 (金)
令和4年度卒業式（5,6年）

施設開放停止（体育館）卒延期の場合
4月17日 (月) ３年発育視力

3月18日 (土) 4月18日 (火) ２年発育視力６年全国学力テスト

3月19日 (日) 4月19日 (水) １年発育・視力

3月20日 (月) 卒業式予備日（給食なし・弁当持参日） 4月20日 (木)
委員会活動①　内科検診②（１３５年）　 尿検査

一次回収

3月21日 (火) 春分の日 4月21日 (金)
授業参観　全校５校時限　Ｐ総会　懇談会　尿検査

一次回収予備日

3月22日 (水) 1~5年:弁当持参日 4月22日 (土)

3月23日 (木) 1~5年:弁当持参日 4月23日 (日) 親子読書の日

3月24日 (金)
Bタイム4校時限 給食なし　弁当なし

令和4年度修了式
4月24日 (月) 避難訓練（地震）　居所確認①　２年以上５校時限

3月25日 (土) 学年末休業日 4月25日 (火)
居所確認②　全学年５校時限　１年心臓病検査

3月26日 (日) 親子読書の日 4月26日 (水) 視力再検査　居所確認③　2校時運動会前校庭整備

3月27日 (月) 学年末休業日 4月27日 (木) 居所確認④ 内科検診②（け・２・４・６年）

3月28日 (火) 学年末休業日 4月28日 (金) 居所確認④ １年生を迎える会 内科検診予備日

3月29日 (水) 離任式　学年末休業日 4月29日 (土) 昭和の日

3月30日 (木) 学年末休業日 4月30日 (日) 親子読書の日

3月31日 (金) 学年末休業日

月日 月日


