
 

 

 

 

 

 

２学期のスタートにあたって 

校長 中村達実 

厳しい残暑は続いていますが、処暑を過ぎてからは、朝晩は少し涼しい風が体に心地
よく、また秋の虫の鳴き声が耳元にささやいて、秋の気配が感じられる季節になってき
ました。夏休み中には、保護者の皆様や地域の方々のおかげで大きな事件・事故もなく、
それぞれの子どもたちが夏休みを楽しく有意義に過ごせたことに感謝申し上げます。ま
た、8月 21日の環境整備作業においては、早朝より多くの保護者の皆様にご参加いただ
き、暑い中手を休めることもなく作業をしていただきました。おかげさまで、普段手の
行き届かないところまですっかりきれいになり、気持ちよく新学期を迎えることができ
ました。心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

さて、今年の夏はリオデジャネイロ五輪に釘付けだった方も多かったことでしょう。
各競技で全力を尽くした選手たちの姿を見ては胸を熱くしたり、悔しさを感じたりして
たくさんの感動を味わわせてもらいました。メダルという結果や成績を追い求めること
は当然ですが、それ以上に、何年も努力を積み重ねること、仲間と力を合わせて助け合
うこと、相手選手を思いやったり支えてくれた周りの人たちに感謝したりすること、悔
しさをバネに次に立ち向かうことなどが大切であると思います。また、メダルよりも苦
い敗北が心に残っている方もおられるでしょう。どの姿もみな美しく尊いものです。リ
オ五輪からたくさんのことを学ぶことができました。 

 

始業式には元気な顔がそろって、２学期がスタートしました。転入生を含めて全校児
童数は 582人になりました。気候的に過ごしやすくじっくり取り組めるこの時期に、子
どもたちがよりよい人間関係を築きながら、安心して日々を過ごせる学級を基盤にして、
子どもたちが学び合う授業、そして教師も学び合う授業づくりに力を注いでいきたいと
思います。また、今学期には、運動会や宿泊学習、修学旅行、社会見学、市内音楽会、
三世代ふれあいフェスティバル、持久走大会など多くの行事が予定されています。さま
ざまな行事や教科等の学習を通して、「かしこい子」「わかり合う子」「かっ発で元気な子」
に近づけるよう職員一同努めてまいりたいと考えております。 

 

8月 24日、第１回小・中合同学校運営協議会を開催しました。小・中学校の全教職員
と小・中学校の学校運営協議会委員、合計で 50名あまりが参加して、学校・家庭・地域
の連携の意義について理解を深めるとともに、川上っ子が社会人になった時に望まれる
将来像について協議しました。川上小・中学校共通の実践事項である「あいさつ」、「学
習規律」、「メディアコントロール」といった観点から、参加者からいろいろな意見が出
ました。今後、各観点の姿が明確化されましたら、改めてお知らせします。そして、小
中連携だけでなく小中一貫教育も視野に入れ、義務教育９年間を通した系統的な教育を
目指してまいります。 

 

お願い  児童の登下校については「徒歩」が原則になっております。特別な事情が
ない場合は、できるだけ車での送迎はお控えいただきますようご協力をお願
いいたします。なお、車で来校することが必要な場合、子どもたちの遊び時
間や登下校時刻と重なる時間帯には、玄関周辺ではくれぐれも安全にお気を
付けください。 
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予定通り ９月１８日（日）実施の場合 

１７日（土） 
前日準備 
雨天の場合 
※ ３時間授業 
下校 11:40 

１８日（日） 
秋季大運動会 

１９日（月） 
敬老の日 

校区敬老会行事 

２０日（火） 
振替休日 

※１７日（土）分 

２１日（水） 
振替休日 

※１８日（日）分 

２２日（木） 
秋分の日 

２３日（金） 
通常どおり 

登校 
給食あり 

雨天順延の場合 ※９月２０日（火）実施 

１７日（土） 
前日準備 
雨天の場合 
※ ３時間授業 
下校 11:40 

１８日（日） 
雨天順延の

場合 
休み 

１９日（月） 
敬老の日 

校区敬老会行事 

２０日（火） 
秋季大運動会 
給食なし 
弁当持参 

２１日（水） 
振替休日 

※１７日（土）分 

２２日（木） 
秋分の日 

２３日（金） 
通常どおり 

登校 
給食あり 

日 曜 行 事 予 定 下校予定 

１ 木 始業式  安全点検 教科書配布 給食開始 13:15 

２ 金 グリーンタイム（石拾い） 15:20①②16:10③④⑤⑥ 

３ 土   

４ 日   

５ 月 成長測定（１年、５年） 口座振替①・集金日 科学作品審査 15:20①②③16:10④⑤⑥ 

６ 火 
運動会係打合せ①（６校時）  PTA 執行部会
成長測定（３・４年） 英語支援員来校    

15:10①②③④16:10⑤⑥ 

７ 水 同学年会 成長測定（２・６年） 英語支援員来校  14:30 

８ 木 委員会  第１回三世代ふれあいフェスティバル実行委員会 15:10①②③④⑤16:10⑥ 

９ 金 全校練習①（２校時） 15:20①②16:10③④⑤⑥ 

１０ 土 川上中学校運動会  

１１ 日   

１２ 月  15:20①②③16:10④⑤⑥ 

１３ 火 運動会係打合せ②（６校時） 塩カル散布（１６：３０～） 14:45①②③④16:10⑤⑥ 

１４ 水 全校練習②（２校時） 14:30 

１５ 木 全校練習③（２校時） 15:20①16:10②③④⑤⑥ 

１６ 金 全校練習④（２校時） 校内授業研究会（4年） 14:30①②15:20③④⑤⑥ 

１７ 土 運動会前日準備（６年弁当持参） 11:40①②③④⑤15:00⑥ 

１８ 日 秋季大運動会   （雨天順延）  15:20①②③④⑤16:10⑥ 

１９ 月 （祝）敬老の日  川上校区敬老会  

２０ 火 振替休日（９/１７分） 
 

 

２１ 水 振替休日（９/１８分）  

２２ 木 （祝）秋分の日  

２３ 金  15:20①②16:10③④⑤⑥ 

２４ 土 川子連キャンプ 街頭補導  

２５ 日 川子連キャンプ  

２６ 月 教育実習開始（～10／21） 15:20①②③16:10④⑤⑥ 

２７ 火 校内就学指導委員会 英語支援員来校 15:10①②③16:10④⑤⑥ 

２８ 水 安全点検 スクールカウンセラー来校 児童理解の会 同学年会   14:30 

２９ 木  15:20①16:10②③④⑤⑥ 

３０ 金 宇部市科学作品展 （～10 月 3日ときわミュージアム） 15:20①②16:10③④⑤⑥ 

 

９月 行事予定 

【１０月の主な行事】 
１日（土）ＰＴＡバザー  
３日（月）４年宿泊学習（徳地 ～４日） 
４日（火）川上中職場体験（中２） 
５日（水）口座振替・現金集金日 
６日（木）元気キッズ  

３年親子ふれあい活動 
７日（金）視力測定（１年）  

１０日（月）（祝）体育の日 
１１日（火）委員会 視力測定（２年） 
１２日（水）１・５年社会見学 視力（３年） 
１３日（木）就学時健康診断 
１４日（金）水曜時程（５校時後下校） 

公開授業研究会・市教委計画訪問 
１７日（月）３年社会見学 視力（４年） 
１８日（火）視力（５年）クラブ 
１９日（水）視力（６年） 

スクールカウンセラー来校 
２０日（木）色覚検査（１・４年希望者） 
２１日（金）人権教育参観日・講演会（午後） 
２４日（月）学力定着状況調査（３～６年） 
２５日（火）６年修学旅行（広島 ～２６日） 
２８日（金）２年社会見学 

平成２８年度秋季大運動会を下記のとお
り実施いたします。児童一人ひとりの活躍
をぜひ御覧ください。 
 
◇ 日時・場所 ９月１８日（日） 

８時５０分（開会式）～１５時  
川上小学校運動場 

□ 雨天等で実施できない場合は、 
２０日（火）に実施します。 

 ※ 以後順延。１９日（月）は、校区の
敬老会行事のため、運動会を実施しま
せん。 

□ 前日準備の可否、運動会の順延につい
て、「川上小メール」でお知らせをします。 
メール登録を確実にお願いします。 

□ １７日（土）が雨天で前日準備ができ
ない場合、運動会当日の朝に行います。
詳細は、後日お知らせします。 

□ １８日（日）が雨天の場合、週休日（休
み）となります。 

□ 振替休日は、下表のとおりとなります。 
 
※ 運動会のプログラム及び案内状は、後
日配布します。 

 



 


