
６月の行事予定
日 月 火 水 木 金 土

３０ ３１ １ ２ ３ ４ ５

引渡し訓練 プール開き 教育相談 クラブ 教 育 相 談 ＰＴＡ再資

延期 給食指導６年 金光地区学校 源 化 活 動

放課後学習 運営協議会 予備日

SC 来校 放課後学習 延期

１～２年１４：３０ １～２年１４：５５ １～６年１５：２５ １～２年１４：３０ １～２年１４：５５

３～６年１５：２５ ３～６年１５：４５ （一斉下校） ３～６年１５：２５ ３～６年１５：４５

放学１６ :３０ 放学１６ :３０
６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

校内人権週間 海の学習 ５時間授業 クラブ ぽけっと

（～ 11 日） （５・６年） 放課後学習

児童朝会

１～２年１４：３０ １～２年１４：５５ １～６年１５：２５ １～２年１４：３０ １～２年１４：５５

３～６年１５：２５ ３～４年１５：４５ （一斉下校） ３～６年１５：２５ ３～６年１５：４５

放学１６ :３０
１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

心臓検診（１年） ごみ出前授業 知能検査 月 曜 日 の 時 音楽朝会５年

9:30~ （３・４年） ２・４・６年 間 割 放課後学習

放課後学習 委員会

SC 来校
１～２年１４：３０ １～２年１４：５５ １～６年１５：２５ １～４年１４：３０ １～２年１４：５５

３～６年１５：２５ ３～４年１５：４５ （一斉下校） ５～６年１５：２５ ３～６年１５：４５

放学１６ :３０ 放学１６ :３０
２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

口座引落日 放課後学習 参 観 日 ５時間授業 ぽけっと

学校保健委員会 放課後学習

１～２年１４：３０ １～２年１４：５５ １～６年１５：２５ １～６年１４：３０ １～２年１４：５５

３～６年１５：２５ ３～６年１５：４５ （一斉下校） （一斉下校） ３～６年１５：４５

放学１６ :３０ 放学１６ :３０
２７ ２８ ２９ ３０ １ ２ ３

水出前授業 給食指導 34 年 ５時間授業 音 楽 朝 会

（３・４年） 放課後学習 放課後学習

１～２年１４：３０ １～２年１４：５５ １～６年：１５：２５ １～６年１４：３０ １～３年１４：５５

３～６年１５：２５ ３～６年１５：４５ （一斉下校） （一斉下校） ４～６年１５：４５

放学１６ :３０ 放学１６ :３０
【７月の主な行事】

５（月）口座引落日 １２・１３（月・火）個人懇談 １９（月）終業式

※ いずれの予定も、今後の新型コロナウィルス感染拡大状況により、変更に

なる可能性があります。

「伸びよ 若竹っ子」

重要！できるだけ早く回覧をお願いします。

わかたけ 令和３年

金光竹小学校だより ５／１５ ＮＯ．２

新型コロナウィルスの感染が岡山県でも拡大していることを受け、岡山県

が県内の感染状況をステージⅣ（爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制

の機能不全を避けるための対応が必要な段階）に引き上げました。これを受

けて浅口市内の学校の行動基準もレベル３に対応するものとなりました。金

光町内の３小学校はいずれも１５日（土）に運動会を予定し、各校の実情に

応じて準備を進めてきました。運動会という行事は、子ども達にとって大き

く成長できる大切な機会なので、規模を縮小しても何とか工夫しながら開催

する方向で準備を進めてきました。直前になっての延期になり、非常に残念

ですが、子ども達の大切な成長の機会なので、時期を変更してでもいつかは

開催する予定です。本校では、今回の運動会開催にあたり、保護者・家族の

方々１００名余りの参観申し込みを受けていました。子ども達が生き生きと

活動する姿をご覧になることを楽しみにしておられたことと思いますが、岡

山県が示した対応に沿って浅口市教委と学校が判断したこととしてご理解く

ださい。昨年度も春の運動会は延期になりましたが、現在の感染拡大状況は

昨年度とは比較にならないほど拡がっています。今後は、運動会の延期だけ

にとどまらず、実際に私達自身や身の周りの人に感染者や濃厚接触者が出て、

何人もが出席停止になってもおかしくない状況です。５月１６日からは岡山

県に緊急事態宣言が出されることも決定したようです。私達が今できること

は、これまで行ってきた感染防止対策をより確実に継続していくことです。「新

しい生活様式」を私たち一人一人が確実に習慣化することが、コロナウィル

スだけでなく、今後出てくるであろう新たな感染症から身を守る最大の防御

になります。私達が初めて経験する「世界中に感染症が拡大し続けている状

況」の中で、子ども達には「新しい生活様式」を確実に習慣化し、これから

先の長い人生を健康に生きていける力を身に付けて欲しいと思います。ご家

庭でもご協力をお願いします。

○お子さん自身に発熱等の風邪症状が見られる時は、無理をせずに自宅で

休養させてください。「出席停止」扱いになります。早めに医療機関の受

診をお願いします。

○お子さん自身及び同居のご家族などに感染及び感染が疑われる（濃厚

接触者に特定される、または PCR 検査を受ける等）の場合は、必ず早急
に学校へ連絡をお願いします。



＊水泳指導の有無については、ご協力をお願いしているプー

ル掃除（２５日）前の２１日（金）までには決定し、保護者

の皆様にはメールで、参加予定の地域の方には地域学校協働

活動推進員の田中さんを通じてお伝えします。水泳指導をし

ない場合は掃除もしません。子ども達の水泳学習のため、期

限（２１日）ぎりぎりまで検討する時間とさせてください。

５月１４日朝から、健康状態の確認をより厳格に

県や市からの情報を元に、学校での感染防止対策も

一段階レベルを上げました。今までも毎朝登校直後に

提出された健康カードを養護教諭が一人づつチェック

をし、必要に応じて追加の検温や聞き取りを行ってい

ましたが、１４日朝からは、校舎に入る前に昇降口で

検温とカードの内容チェックを行うようにしました。 １・２年昇降口

これは、今拡大している変異株は子どもにも感染しや

すいことや、感染すると重症化率が高いこと等がわか

ってきたからです。学校で感染を拡大させないために

行っていることですが、各ご家庭では登校前にお子さ

んの体調チェックを厳格に行い、カードに正確にご記

入くださるようお願いします。

３~６年昇降口

GIGAスクール構想を加速して進めます

今後の感染状況によっては、子ども達自身の体調不良やご家族の体調不

良、また、クラスでの感染状況により、それぞれの自宅で学習に取り組む

ことがあるかもしれません。一人に一台配備されたパソコンは、令和４年

度から自宅にも持ち帰らせ、学習だけでなく学校との連絡等でも使用する

予定で使い方の指導を少しずつ進めています。しかし、感染の広がりの方

がはるかに早く、指導が追い付いているとは言えない状況です。浅口市全

体として、少しでも早く子ども達がそれぞれの自宅で学校とつながった端

末で学習等ができるように指導を早めようとしています。５月末には、本

校の６年生１０名を対象に、学校から端末を持ち帰らせ、試験的に活動を

行う予定です。実際に試すことによって課題が見つかり、それへの対応策

も考えていきます。ご家庭での端末の操作は、ほぼ学校で指導した上で持

ち帰らせます。６年生のご家庭には、見守りをお願いします。

再資源化活動延期のお知らせ

毎年、地域の皆様に大変お世話になっている再資源化活動ですが、新型コ

ロナウィルス感染拡大防止のため、５月２９日（土）に予定している再資源

化活動は、予備日を含め延期（日時は未定）します。再資源化活動で得る収

入は貴重な PTA 活動費となりますので、引き続き地域の皆様にご協力いただ
きますよう、よろしくお願いいたします。

ご不明な点等ございましたら、金光竹小学校 教頭（４２－２０７１）ま

でご連絡ください。

１ 実施 2 回 令和 3 年 9 月 25 日(土)予備日 10 月 3 日（日）
予定日 3 回 令和 4 年 1 月 29 日(土)予備日 2 月 5 日（土）

第 1 回の延期や今後の感染状況により、予定が変更になる
可能性があることをお知りおきください。

２ 回収品目
・紙類(新聞紙 段ボール 雑誌)

・牛乳パック(切り開いて、すすいで、束ねる)

・アルミ缶、スチール缶(分別し、混入しないように)

缶は、段ボールに入れて出さないでください。

中を洗って、つぶしておいてください。

３ 回収できないもの

昨年度より回収できなくなった物があります！
・びん類全て ・ふとん ・プラスチック類

・電気製品 ・オートバイ ・自転車 ・金物

・布類(昨年度から)

・ペットボトル(昨年度から）

４ 出し方

地面に直接置いてください。

鉄製のかごはありません。
＊地域の方は、これらの情報を金光竹小学校ホームページのブロ

グ、笠岡放送ゆめネット（見方は別紙参照）からもご覧になれま

す。




