
回 覧                        令和４年 6 月 20 日 

上 志 段 味 自 治 会 だ よ り 
 

１ ８月１３日(土) 夏祭り開催を決定・・・自治会役員会 

 ２年間にわたり地域の催しが中止延期されてきました。自治会は、今のままでは地域のつながり

も、先人たちの残した文化も失ってしまうと危惧しています。コロナ感染症の終息はいまだ見えま

せんが、予防対策を取りながらウイズコロナで開催します。 

場所は、体感しだみ古墳ミュージアム内の広場を予定していますが、これまでの勝手神社より広

く密集状態の回避はできます。しかし、中身はこれからで新しい会場での初めての祭りです。是非、

皆さんの企画やアイデアを広く募集すると同時に、準備人数も多くの方にご協力を得なければ開

催できません。皆さんの「ゆるさぽ」ご登録とご協力お願いいたします。 

年に一度、地域が一体となるお祭りです。力をお貸しください‼ 

★「ゆるさぽ」詳細は、https://www.kamishidami.net/support 
または、QR コードをご確認ください 

 

２ 親子ふれあいオリエンテーリング大会開催 

 ５月２２日(日)東谷山フルーツパーク受付には９時の開門と同時に、370 名を超える皆さんが

集まり、オリエンテーリング大会を開催しました。コースは３つ。ファミーリーコースはフルーツ

パーク内、東谷山の山頂に向かう挑戦コースと猛者コース。 

未明の雨も上がり集合時間には青空、夏日を記録する暑さと

なり、熱中症の心配が される日となりました。参加した皆さ

んは、地域の自然を堪能しゴー

ルでお菓子を受け取った子供

たちの笑顔に、自治会役員とゆ

るさぽスタッフに成功の満足

感が漂っていました。ご参加いただいたご家族と、ご協力をいた

だいた皆さんに感謝申し上げます。 

★自治会ホームページのブログにも詳細を掲載。こちらも是非ご覧ください。 

 

３ 緊急連絡・・守山警察より  

 上志段味地区で特殊詐欺事件の被害が発生しました 

守山署管内で今年１月から 6 件の「還付金詐欺被害」が発生。内容は、電話で「還付金があり

ます」の誘いで、ATM 機から手続きをさせ、振り込んでしまった。というものです。「自分は被害

に遭わない」、「手口は知っているから騙されない」と被害者の７～８割は、日頃思っていた方だそ

うです。不審な電話がかかってきましたら、ご家族や親族の方にまずご相談。ご注意ください!! 

 

４ ペットの💩💩 💩💩 💩💩苦情が多く届きます 

 ５月の自治会だよりでご紹介しました、「ゆるさぽ」による看板作り。看板の内容は「飛び出し

https://www.kamishidami.net/support


注意」と「ペットのフン持ち帰り」でした。地域には今複数の看板で皆さんに呼び掛けていますが、

残念なことに歩道や空き地などに、ペットのフンが残ったままという場所があります。 

ご承知のように人口の増加、その多くは明日の地域を担ってくれる子供達です。その子供たちが

町のことを思い看板を作り、協力を呼び掛けています。 

ペットを大切な家族とし生活されている皆さん、この子供たちの気持ちと看板を作っている姿を

ご想像ください。皆さんで綺麗な住みやすい街にしましょう。 

 

５ 町内美化活動とプロギング大会が開催されました 

 米国の心理学者ジョージ＝ケリングが提唱した、ブロークンウインドーズ理論。窓ガラスを割れ

たままにしておくと、その建物は十分に管理されていないと思われ、ごみが捨てられ、やがて地域

の環境が悪化し、凶悪な犯罪が多発するようになる、という犯罪理論です。 

ゴミない綺麗な街は、安全で安心して住みやすい明るい街となります。 

６月５日(日)の朝、町内皆さんと清掃活動が実施されました。

明るいあいさつを交わしながらの清掃活動でした。ご協力に感

謝申し上げます。 

前日の４日(土)には、ゴミ拾いとエアロビクスをミックスした

「プロギング大会」を９家族２４名の参

加で実施しました。ランニングをしなが

ら広範囲のゴミを拾い、集めたごみの重

さを競うものです。今

回は翌日の町内美化の

区域外を中心に６０分

以内という条件で走っ

ていただきました。そ

の結果、２８.４㎏のゴが集まりました。 

ゴールした皆さんの顔には、やり遂げた充

実感の顔で集合写真に納まりました。なお、こ

の企画は秋の実施を考えております。皆さんの参加をお待ちします。 

★自治会では、美化活動に対してご意見を Google form にて募っています。 

是非ご意見ください。今後の参考とさせていただきます。 

                       https://forms.gle/5vJdH2kM5NwcctS76 

 
６ グランドゴルフ大会が開催・志段味東・上志段味学区老人会 

 第２６回親睦グランドゴルフ大会が、６月１１日志段味東小

学校運動場で４４名の参加で開催されました。コロナ過で練習

も十分できない毎日でしたが、久しぶりに皆さんが一堂に会し

ての大会でした。スタート合図でハツラツとお元気にプレーさ

れる先輩皆さんの姿は清々しく素敵でした。自治会は、これま

で子供向けの事業企画してまいりましたが、今後のコロナ感染

状況も考慮しながら大人向け企画も進めます。  当日、ご参加の皆さん、お疲れさまでした。 

https://kotobank.jp/word/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%90%86%E8%AB%96-622460
https://kotobank.jp/word/%E3%81%94%E3%81%BF-168353
https://forms.gle/5vJdH2kM5NwcctS76
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名古屋市立上志段味小学校     

学校だより（世帯配付）                                               

  

 

 

≪６月行事予定≫ 
※ 予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。 

日 曜 行 事 名 

1 水 
引き落とし日 環境学習ウィーク(~11日まで）  

心臓検診(1年) 眼科検診(全学年)  SC松井 

2 木 6年校外学習｢古墳ミュージアム｣ SC村上 

7 火 
水泳指導開始 委員会③ 4年5時間授業 

そらほしつき出前授業｢音楽療法｣ 

8 水 環境学習トライ＆アクション SC松井 

9 木 歯科検診(3･4年) 

10 金 環境学習トライ＆アクション(予備日) 

14 火 腎臓検診３次 

15 水 
内科検診(5年､6-2) SC松井 

3年校外学習｢金井農園見学｣ 

16 木 SC村上 

17 金 3年出前授業「植樹体験」 

20 月 心の里(みのり)会読み聞かせ(4･6年) 

21 火 4年出前授業「ごみ処理」 

22 水 
心の里(みのり)会読み聞かせ(1年･そらほしつき) 

SC松井 

24 金 心の里(みのり)会読み聞かせ(3･5年) 

27 月 
授業参観(全学年13:25～)  

心の里(みのり)会読み聞かせ(2年) 

28 火 クラブ② 

29 水 SC松井 

30 木 歯みがき指導3年 

 
≪７月行事予定≫ 
日 曜 行 事 名 

1 金 引き落とし日 心臓検診予備日（大森小） 

4 月 
1･2年4時間授業(13:20下校)～8日まで 

4年出前授業「上下水道訪問授業」 

5 火 
1･2年4時間授業(13:20下校) 

委員会④(5･6年6限) 4年5時間授業 

6 水 
1･2年4時間授業(13:20下校) SC松井 

5年中津川野外学習  

7 木 
1･2年4時間授業(13:20下校)  SC村上 

5年中津川野外学習  

8 金 
1･2年4時間授業(13:20下校)  

5年家庭学習日(5時間授業)  

11 月 1~3年4時間授業(13:20下校)～15日まで 

12 火 
1~3年4時間授業(13:20下校)  

クラブ③(4~6年6限) 

13 水 1~3年4時間授業(13:20下校) SC松井 

14 木 
1~3年4時間授業(13:20下校)  

分団児童会(全学年2限)  

15 金 1~3年4時間授業(13:20下校) 

18 月 海の日 

19 火 給食終了 全校4時間授業(13:20下校) 

20 水 終業式 2時間授業(10:30下校) 一斉下校 

21 木 夏季休業開始(8月31日まで) 

 

学校ホームページはこちらから TEL 736-1717（平日 7:45～18:00） 

令和 4 年 5月 25 日 

≪1～3年生の短縮授業の実施について≫ 
児童の体調面への配慮や年間授業時間数の調整のため、７

月４日（月）から１・２年生、11日（月）から１年生～３年

生で短縮授業を実施させていただきます。児童は給食を食べ

て 13:20 に下校します。ご理解・ご協力よろしくお願いしま

す。 

※ 年間授業時間数は、市教育委員会により定められており、本

校の年間授業時間数はそれに基づいて設定されています。 

※ 1･2年生は、12 月にも年間授業時間数の調整のため 3日

間の短縮授業を予定しています。 

≪環境学習トライ＆アクション≫  
名古屋市では６月１日から 11 日までを環境学習ウィークとし、名古屋市立の

すべての小・中・特別支援学校で、環境学習に取り組んでいます。 
本校では、環境学習トライ＆アクションとして、６月８日（水）に学校と地域

の清掃に取り組みます。１年生～４年生は校内の水拭きを、５・６年生は地域の
草取りや落書き消し等を行います。 
〇 当日の服装 
  汚れる可能性がありますので、汚れてもよい服で登校させてください。 
〇 当日の持ち物 
  １年生～４年生…ぞうきん、ぞうきんを持ち帰るためのビニル袋 
  ５・６年生  …軍手 
※ 保護者の方の参加は、ありません。 

≪各学年の集金について≫ 
引き落とし日は６月１日です。 

１年生   

給食費 4,400 円 

あさがおDXセット 890 円 

受け皿 110 円 

たんけんバインダー 740 円 

おんがくランド 390 円 

けんばんハーモニカ 270 円 

スポーツ振興センター掛金 460 円 

PTA会費 ４・５・６月分 600 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 7,870 円 

   

２年生   

給食費 4,400 円 

音楽ワーク 390 円 

ひかりのプレゼント 190 円 

くしゃくしゃぎゅっ 160 円 

スポーツ振興センター掛金 460 円 

PTA会費 ４・５・６月分 600 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 6,210 円 

   

３年生   

給食費 4,400 円 

風やゴムのはたらき 260 円 

くぎうちトントン 310 円 

スポーツ振興センター掛金 460 円 

PTA会費 ４・５・６月分 600 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 6,040 円 

 

特別支援学級については、別紙で 
お伝えします。 

 
 
 
 

４年生   

給食費 4,400 円 

電気のはたらき 430 円 

空気と水 190 円 

全天星座板 280 円 

マンガン電池２本 80 円 

スポーツ振興センター掛金 460 円 

ギコギコ コロコロクリエーター 350 円 

PTA会費 ４・５・６月分 600 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 6,800 円 

   

５年生   

給食費 4,400 円 

国語テスト 300 円 

社会テスト 300 円 

算数テスト 300 円 

理科テスト 300 円 

和洋練習布 250 円 

スポーツ振興センター掛金 460 円 

PTA会費 ４・５・６月分 600 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 6,920 円 

   

６年生   

給食費 4,400 円 

国語テスト 300 円 

算数テスト 300 円 

社会テスト 300 円 

理科テスト 300 円 

算数教科書ノート 330 円 

スポーツ振興センター掛金 460 円 

PTA会費 ４・５・６月分 600 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 7,000 円 

 

 

 

 

 

ホームページには本紙のカラー版を掲載しています。また、スペースの都合で掲載できなかっ

た写真も掲載していますのでぜひご覧ください。 

≪「スクリレ」の導入について≫  
 5 月 13 日(金)に配付させていただいたお便りの通り、5 月 30 日(月)より「ス
クリレ」の運用を開始いたします。本日、登録確認のお便りをスクリレにて配付
させていただきました。ご確認ください。登録がお済みでない方は、お早めにご
登録をお願いします。 
 

≪タブレットの充電について≫  
 児童用タブレットの充電が完全になくなってしまった場合、充電器を正しく使
用しても充電が開始されない場合があります。充電が完全になくなってしまった
場合は、充電器を差し込み、一度タブレットを起動してからスリープ状態で充電
を行うようにしてください。 

 

≪授業参観について≫  
 6 月 27 日(月)に授業参観を実施させていただきます。全校一斉開催となりま
す。各自で感染症対策をお願いします。 
 また、限られたスペースのため、参観者を児童１名に対して保護者の方１名ま
でとさせていただきます。 
 



お知らせ
国語 よくみてかこう　すずめのくらし　たのしくよもう３

しらせたいことをかこう　としょかんへいこう
算数 いろいろなかたち　ふえたりへったり　たしざん（１）
生活 みんななかよし　なつとなかよし
音楽 リズムとなかよし　こんにちはけんばんハーモニカ
図工 ぺったんコロコロ　うつしたかたちから　おってたてたら
体育 ボールころがしゲーム　水となかよし
道徳 じぶんのいいところ　いきているとかんじるとき

したいことをするときとは　きまりをまもって

お知らせ

国語
図書館で本をさがそう　「生きものクイズ」を作ろう　なかまの言葉と漢字
うれしくなる言葉　きつねのおきゃくさま　いなばのしろうさぎ

算数
たし算とひき算のひっ算（１）　ふくしゅう
図をつかって考えよう（１）　１００をこえる数

生活 春の町はっけん　生きているってすごい！
音楽 リズムやドレミとなかよし（２）
図工 ふしぎなたまご　ひかりのプレゼント　
体育 ボールまたぎゲームとボールおとしゲーム　水と友だち
道徳 自分のよいところ　ありがとうをつたえよう　大切なかぞく　あいてを思いやって

お知らせ

国語 しりょうを集めて活用しよう　なごやっ子漢字検定

社会 市の様子　農家の仕事／工場の仕事

算数 時こくと時間　一万をこえる数　表とグラフ

理科 植物の育ち方（２）－根・くき・葉－　ゴムや風の力　音のふしぎ

音楽 こんにちはリコーダー　歌声ひびかせて　いろいろな声で表現して遊ぼう

図工 くぎうちトントン　ひらいて広がるふしぎなせかい

体育 マット運動　けんこうな生活　水泳運動

外国語 How many?

道徳 友だちとは　自分とちがう意見も　やさしさとは　力を合わせてはたらく

総合 東谷山の宝物をみつけよう！

お知らせ

国語 けっかとけつろんのつながりをとらえよう　　伝わりやすい組み立てを考えて書こう

社会 水はどこから　ごみのしょりと利用

算数 １けたでわるわり算の筆算　一億をこえる数　垂直・平行と四角形

理科 電池のはたらき　とじこめた空気や水

音楽 ひょうしとせんりつ　音の動き方を生かしてせんりつをつくろう

図工 まぼろしの花

体育 かん単バスケットボール　体の成長とわたし　水泳運動

外国語 I like Mondays.（Unit３）

道徳 大切な命　だれに対しても公平に　一人一人の大切な考え　わたしの大切なクラス

総合 知ろう日本！　47都道府県

　

お知らせ
国語 事実と解説をもとに、言葉と事実との関係を考えよう

伝えるように構成を考えよう

社会 わたしたちの生活と食料生産

算数 少数のかけ算　少数のわり算

理科 生命のつながり[2]　メダカのたんじょう

音楽 声のひびき合い

図工 のぞいてみると

体育 イメージをふくらませて　クロールと安全確保につながる運動

家庭 おいしい楽しい調理の力

外国語 What do you want to study?

道徳 どうすればいいのだろう　命の詩

総合 中津川を成功させよう！

お知らせ
国語 立場を決めて主張を明確にしよう

社会 日本の歴史

算数 分数×分数

理科 体のつくりとはたらき　植物の成長と水の関わり

音楽 演奏のみりょく　動機をもとに音楽をつくろう

図工 わたしの大切な風景

体育 平泳ぎと安全確保につながる運動　病気の予防

家庭 夏をすずしくさわやかに

外国語 Let's go to Italy.

道徳 広い心で　友達を信じるとは　相手を思いやって　自然を大切に

総合 自分たちの食生活を考えよう

学習予定

特別支援学級からのお知らせは別紙でお伝えします。

５年生からのお知らせ
学習予定

≪テストつづりについて≫
　テストを返却した際に、テストつづりに挟んで持ち帰りま
す。ご自宅でご確認していただき、つづりに保護者の方のサイ
ンをお願いいたします。
　次の日、担任が確認しますのでつづりだけ持たせてくださ
い。よろしくお願いします。

６年生からのお知らせ
学習予定

≪校外学習について≫
　６月２日（木）古墳ミュージアムに体験学習に行きます。勾
玉作りの体験をします。天気がよかったら、白鳥古墳の見学ツ
アーに参加します。お昼は、学校で給食を食べます。

≪クラブ活動について≫
　先日、子どもたちが所属するクラブが決まり、昨日第一回の
クラブが行われました。クラブは、火曜日の６限に年７回行わ
れる予定です。活動日は、学校だよりの各月の行事予定をご確
認ください。クラブの日にはクラブの用意を持たせるようお願
い致します。

≪生活科の持ち物について≫
　生活科「花ややさいの大きくなるひみつはっけん」の学習
で、１年生の時にあさがおを栽培した鉢に野菜の苗を植えまし
た。あさがおを育てるときに使用した支柱を使いますので、お
子さんが支柱を持って登校できるように、手提げや袋等に入れ
て持たせてください。記名が消えている場合は、再度記名して
持たせてください。よろしくお願いいたします。
≪定規について≫
　4月にもお伝えさせていただきましたが、筆箱の中に定規
(15cm程度で伸縮しないもの)を入れて持たせていただきますよ
うお願いします。

３年生からのお知らせ
学習予定

≪図画工作の材料について≫
　７月から「ゴムゴムパワー～ゴムの力でトコトコ」（教科書
44ページ）の学習に入ります。次の物を用意しておいてくださ
い。
○単一乾電池（使用済みのものでも構いません。）
○空き容器（教科書を参考にしてください。大きい容器の方が
つくりやすいです。）
○たこ糸
　学校へ持ってくる日は各学級ごとに、連絡帳でお知らせしま
す。よろしくお願いします。（紙袋等にまとめて入れて持たせ
てください。）

４年生からのお知らせ

１年生からのお知らせ
学習予定

≪算数の持ち物について≫
　算数科「いろいろな　かたち」で様々な形について学習しま
す。算数の教科書P30、31を参照の上、形の違う箱（缶）を３
個程度ご準備ください。手提げ袋か紙袋等に入れて５月３１日
（火）までに持たせてください。
≪教科書について≫
　生活科と音楽科の教科書は、学校で保管します。

２年生からのお知らせ
学習予定
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