
 

 

 

 

 

 
 

ご卒業おめでとうございます 
２４日(金)、第４１回卒業式を挙行しました。青空の下、５年生、教職員、そして、御

来賓の方々に見守られ、６３名の卒業生が笑顔で東綾瀬小を巣立っていきました。卒業生

のみなさん、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。 

 式辞の中で「門出の言葉は小学校生活最後の発表会です」と話しましたが、子供たちは

本番で最高の力を発揮してくれました。最高の「門出のことば」でした。一生懸命に歌う

姿を見ていたら涙が…。担任のときは毎回号泣していましたが、管理職になって初涙です。

５年生の歌声も、体育館いっぱいに響いていました。門出の言葉を通して、最高学年のバ

トンの受け渡しも行えたものと思います。５年生のみなさん、準備・片付けも含めありが

とうございました。４月からの１年間、最高学年としてよろしくお願いします。 

 保護者の皆様、ご来賓の皆様、ありがとうございました。 

 

修了おめでとうございます 
２３日(木)には修了式を行いました。１～５年生の各学級の代表児童に修了証を授不し

ました。「あゆみ」の裏の修了証は、その学年の学習をしっかりと終えたことの証です。  

児童代表の言葉を担当したのは１年生。落ち着いてはっきりと話すことができていて感

心しました。式後には、６年生と在校生とのお別れ式が行われました。 

 

おかげさまで平成２８年度の教育活動を計画通り実施することができました。皆様のご

支援、ご協力に心より感謝します。ありがとうございました。 
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いつも東綾瀬小学校ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。「校長室だ

より」については、久しぶりの更新になってしまいました。「学校日記」では、給食に関

する記事を栄養士が毎日更新しています。調理の様子、配膳の様子、子供たちの声・表情

等、本当に詳しく紹介していますので、ご家庭での話題にしていただければ幸いです。 

ペットボトルキャップ回収について ～報告とお礼～ 
日頃よりペットボトルキャップの回収にご協力をいただき、ありがとうございます。回

収されたキャップは、民間事業者が無償で収集し、プラスチックの再生原料に加工・販売

され、その対価の一部で世界の子供たちにワクチンが提供されています。この１年間に東

綾瀬小にお持ちいただいたペットボトルキャップは約 160,390 個、重さにすると約 373kg

になったそうです。これは、ポリオワクチン約 278人分に相当します。ユニセフ募金と併

せて、引き続きご協力をよろしくお願いします。 

東京都平和の日／東日本大震災 
毎年、子供たちに次のような話をしています。今年は、明日の集会前に話します。 

▼3月10日は「東京都平和の日」です。今から約70年前、日本はアメリカなどの国

と戦争をしていました。昭和20年3月10日、爆撃機からたくさんの爆弾が東京に落

とされ、多くの人の命が失われました。この出来事を「東京大空襲」と言います。

一番被害が大きかったのは、東京スカイツリーの近くの墨田区のあたりで、一夜

のうちに10万人以上の尊い命が犠牲になりました。3月10日は「半旗」といって旗

を途中まで揚げ、犠牲になった方たちの冥福を祈ります。 

▼間もなく東日本大震災発生から 6年が経ちます。平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分、

三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0、最大震度 7 の巨大地震が発生しました。

覚えている人も多いと思います。亡くなった方、今も行方丌明のままの方を合わ

せると 1 万 8千人以上になります。まだ復興の途中で、厳しい生活が続いている方も尐な

くありません。 

▼戦争の犠牲になった方たちと、東日本大震災で亡くなられた方たちのご冥福を

祈り、そして世界の平和を祈って、1分間の黙祷を捧げたいと思います。「黙祷」

というのは目を閉じて、頭を尐し下げて、安らかに眠ってください、と祈ること

です。では始めます。※今年は11日が土曜日のため、10日のみ半旗を掲揚します。 

ある日の出来事 
7日(火)、单門に立っていると、登校してきた子から「通学途中のマンホールから水が

湧き出ている」との情報が入りました。登校時間終了後、現場へ駆けつけてみると、なん

とそこにはまだ 3人の子がいるではありませんか。「どうした？」と尋ねると、「まだ大

人が来ないから、学校に行けないんだ。」とのことでした(笑)。「大丈夫。あとはなんと

かするから安心して学校に行きなさい。」と話し、学校へ向かわせました。素晴らしい責

任感に感心です。でも、「近くの大人に知らせて登校する」というのが正解でしたね。 

登校時間についてのお願い 
このところ、時間ぎりぎりに登校してくる子や遅れて登校してくる子が増えています。

特に、黄色い帽子をかぶった子たちの姿が目立ちます。メンバーが固定しつつあるような

のも気になります。登校時間について、保護者の皆様のご協力をよろしくお願いします。 
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２７日(金)の下校対応について 
２６日(木)に綾瀬３丁目で発生した事件については、翌２７日(金)に学校に情報が入り

ました。私は午前・午後とも出張で校外にいたため、副校長と電話で連絡を取りながらの

対応になりました。学校で把揜していた情報と対応は一斉メールでお知らせしたとおりで

す。保護者の皆様には、ご心配をかけしたことと思いますが、ご理解、ご協力をいただき、

ありがとうございました。 

今朝の児童朝会では、子供たちに「同じ方面でまとまって下校する。帰宅後もできるだ

け一人では外へ出ない。」などの注意喚起をしました。ご家庭でもお子さんに話をしてい

ただきますようお願いいたします。 

足立区小学校サッカー大会 

２８日(土)、区総合スポーツセンターで「足立区小学校サッカー大会決勝大会」が行わ

れました。１５日に行われた予選大会で、東綾瀬小が惜しくも敗退してしまった大会です。

決勝大会は、予選を勝ち上がった１０校によるトーナメント方式で行われました。決勝戦

は綾瀬小対北三谷小という近隣校同士の顔合わせになり、ＰＫ戦に持ち込まれた勝負は北

三谷小学校が勝利し、６年ぶりの優勝を果たしました。来年度は決勝大会で東綾瀬の子供

たちの活躍を見たい、そんな思いで他校の子供たちの活躍を見ていました。 

２９日(日)は、区総合スポーツセンターで行われた「足立区立小学校ＰＴＡ対抗ビーチ

ボールバレーファミリー大会」に行ってきました。今年度、区小学校の体育の担当をして

いるので、校長会代表としての出席です。保護者２名と児童２名でチームを組み、学校対

抗で対戦する大会で、東綾瀬小は参加していませんが、区内１４校、約２８０名の選手が

一堂に会し、熱戦が展開されていました。 

以上のような事情で、本校の児童が出場した「あだち子ども将棋大会」「あだち環境か

るた大会」には応援に行くことができませんでした。残念に思っています。環境かるた大

会では入賞したチームがあるとのうれしい報告があったので、賞状が届いたら児童朝会で

表彰する予定です。 

東綾瀬住区センター もちつき大会 

２月４日(土)、東綾瀬住区センターにおいて、毎年恒例の「もちつき大会」が行われま

す。午前１０時開会予定です。これは、地域の方々にお世話になっている行事で、私たち

教職員も楽しみにしている地域行事です。 

実は、私は子供の頃にもちつきをした経験がありません。教員になって初めて経験しま

した。ほぼ毎年、経験させていただいているので、どうにか形になってきたのではないか

と自分では思っています。今年も自分の体力と相談しながら、つかせていただこうと思っ

ています。たくさんの子供たちの参加を期待しています。みんなで楽しみましょう。 

あいさつ、返事 

 子供たちのあいさつについて、これまでいろいろな機会に触れてきました。今朝は、ち

ょっと残念なことがありました。児童朝会で書き初めの表彰をしたのですが、自分の名前

を呼ばれて「はい！」と大きな声で返事をできた子の方が尐なかったのです。 

あいさつは「相手を認めること」、返事は「自分を認めること」として、どちらも大切

なことです。あいさつと返事、どちらもしっかりとできる東綾瀬小を目指します。 
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冬休み明け、２週目に入りました。例年よりも長い１８日間の冬休みでしたが、子供た

ちは学校生活のリズムを徍々に取り戻せているようです。厳しい寒さの日が続いています。

「早寝・早起き・朝ごはん」、子供たちが健康的な生活を送り、充実した学校生活を送る

ことができるよう、よろしくお願いいたします。本年もご支援、ご協力の程よろしくお願

いいたします。 

席書会＆書道教室 
先週は木・金曜日に学年ごとの席書会、土曜日に開かれた学校づくり協議会とＰＴＡの

共催で書道教室を行いました。詳しくは「学校日記」をご覧ください。 

校内書き初め展は２３日(月)から３０日(月)まで(日曜日を除く)、綾瀬地区行事の子ど

も書道展(会場:綾瀬小)は２月２５日(土)、２６日(日)に開催いたします。多くの皆様のご

来場をお待ちしています。 

ユニセフ協会からの感謝状 
今朝の児童朝会で子供たちに紹介しましたが、公益財団法人日本ユ

ニセフ協会から、東綾瀬小学校に「感謝状」が届きました。これは、

昨年、ユニセフが創設７０周年を迎えたことを機に、１０年以上に渡

り毎年ユニセフ学校募金に協力し、ユニセフ学校募金の伝統をつなぐ

大きな貢献をした学校に贈られたものです。これも、本校を卒業した

先輩から受け継いだ伝統をしっかりと守っていることの証であると

考えます。よいことはしっかりと受け継ぎ、後輩へとつないでいける

ようにしたいと思います。 

校舎増築計画に伴う保護者説明会の開催について 
先週水曜日、学校のフェンスに右のような看板が取り付けら

れました。今年の夏に開始予定の校舎増築計画のお知らせです。 

後日改めてお知らせしますが、校舎増築計画に伴う保護者説

明会を、２月１３日(月)、１４日(火)の１４時３０分より開催

することになりました。両日とも、保護者会の３０分前に設定

しましたので、ご都合のよい日に参加していただければ幸いで

す。よろしくお願いします。 

安全指導・点検 
学校では日常的な施設・設備の点検

に加え、安全指導・点検日を毎月設定

し、施設・設備の安全に努めています。 

先週、福岡で起きてしまった悲しい

事故を受け、今朝も校庭の施設・設備

の状況を確認しました。本校のサッカ

ーゴール、バスケットゴールは、このように杭や重石を使って固定しています。もちろん、

これで万全だとは考えていません。点検を行うだけでなく、安全な使い方について、子供

たちに繰り返し指導を続けています。施設・設備の安全について、お気付きのことがあれ

ば、副校長までお知らせください。 
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活用力向上モデル校授業公開 
本校は、２６年度より足立区教育委員会から「活用力向上モデル校」の指定を受け、思

考力、判断力、表現力等、いわゆる「応用力」を子供たちに身に付けさせるための指導法

の工夫に取り組んできました。明日、２０日(火)は区内小・中学校から多くの教職員（約

７０名）を迎えて算数の授業を公開し、これまでの研究の成果を発表します。そのため、

１・２年は各１学級、３年以上は習熟度別指導の各１教室（５年は全教室）のみ６時間授

業とさせていただきます。すでにご案内していますが、ご了承ください。 

持久走記録会 
 ６日(火)、東綾瀬公園にて持久走記録会を実施しまし

た。東綾瀬公園での実施は、今年で４年目になります。 

この日は途中から風が出てきて、子供たちは落ち葉の

じゅうたんの上を走ることになりましたが、例年ほど寒

くはなく、よいコンディションで力を発揮することがで

きたと思います。たくさんの保護者の皆様のご協力、応

援をいただいたおかげで、今年の記録会も無事に実施す

ることができました。心より感謝申し上げます。 

本日、記録証を子供たちに渡しましたが、今年は５つ

のレース（男子４、女子１）で歴代最高記録が更新されました。各学年男女別上位３名の

記録は、学校だより１月号で紹介する予定です。 

「夢・未来」プロジェクト 
 １４日(水)、２０２０年の東京オリンピック・パラリ

ンピックに向けた事業である、「夢・未来」プロジェク

トを本校で実施しました。我が国のオリンピアン・パラ

リンピアンが来校し、講演、実技指導・体験教室を行う

というプログラムです。 

本校に来てくださったのは、北京オリンピック・体操

競技の銀メダリスト、中瀬卓也先生です。講演では、厳

しい練習の積み重ねが自信の裏付けになること、謙虚さ

を忘れないこと、あきらめずに継続することなど、夢を実現するために大切なことを話し

てくださいました。 

その後、低・高学年別に行われた体操教室には、各学級の代表５名が参加しました。回

転系の技の基本である前転・後転について直接指導を受け、技ができるようになるための

ポイント、より上手になるためのポイントを教えていただきました。体育の器械運動の学

習で、その成果を発揮できることを期待したいと思います。中瀬卓也先生、貴重なお話、

ご指導をありがとうございました。 

学校評価アンケート 
 ２８年度学校評価アンケートへのご協力、ありがとうございました。例年と同じように、

学校だより２月号で集計結果等を公表する予定です。ご了承ください。いただいたご意見

をもとに、すぐに改善できることは冬休み明けから行動に移していきます。 
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「学校日記」の更新が中心になってしまい、遅くなってしまいました…。 

学芸会を終えて 
 11・12日に実施した学芸会には、多くの皆様にご来校いただき、ありがとうございまし

た。保護者の皆様からいただいたご感想・ご意見をすべて読ませていただきました。今年

度、学習発表会を「学芸会」に戻しましたが、私たちの教職員の思いをご理解いただけた

ことがよく分かり、うれしい気持ちでいっぱいになりました。ありがとうございます。 

 「一人一人の活躍の場面をもっと増やせないか」というご意見が複数ありました。各担

任もいろいろな工夫をしたのですが、学年で一つの劇に取り組むため、やはり難しかった

ようです。私も担任時代、毎回、頭を悩ませていました…。３年後の学芸会の課題とさせ

てください。29年度は展覧会、30年度は音楽会の予定です。 

持久走記録会 
 持久走記録会に向けて、毎日、中休みの終わりに約４分間の

持久走を行っています。また、学年ごとのコース試走も行ってお

り、明日の１年生を残すのみとなっています。 

 12月６日、今年度も多くの保護者の皆様にご協力をいただい

て持久走記録会を実施します。運営にご協力をいただく皆様、あ

りがとうございます。お子さんの応援を第一にしていただいて結

構ですので、応援に加えて運営のご協力をいただければ幸いです。どうぞよろしくお願い

いたします。 

子供たちの「本気」を引き出すためには、皆様の「応援」の力も必要です。多くの皆様

のご参加をお待ちしております。よろしくお願いします。 

★かなりの寒さが予想されますので、寒さに耐えられるようなご準備をお願いします。 

29年度新１年生について 
29年度入学の新１年生について、本日、学校選択の応募状況

の最終集計結果が公表されました。本校を選択していただいた

お子さんは 80名（学区域内 58名、学区域外 22名）でした。今

後、ある程度の増減が予想されますが、現時点では、来年度の

１年生も３学級になる見通しです。 

昨日は、就学時健康診断がありました。５年生のエスコート

の下、本校に入学予定の多くの子供たちがしっかりと行動していました。 

２月３日(金)午後３時より入学説明会を行います。ご出席よろしくお願いします。 

報告です 
先週、私の誕生日があったのです

が、思いがけず、３・４年生がお祝い

をしてくれました。プレゼントを作っ

てくれたり、リコーダーの演奏をして

くれたり…。 

４０代最後だったのですが、うれし

い思いをさせてもらいました。 
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学校からの情報発信について、現在、学校ホームページの「学校日記」更新に重点を置

いているので、「校長室だより」の発行が尐なくなっています。ご了承ください。 

今週末は学芸会です！ 
今週の金・土曜日は、いよいよ学芸会です。文化的行事は３年に一度の開催なので、１

～３年生にとっては小学校生活最初の、４～６年生にとっては小学校生活最後の舞台にな

ります。保護者・地域公開日は、１２日(土)のみとなっています。ご了承ください。なお、

ご都合により１１日(金)の参観を希望される方は、担任まで連絡帳でお知らせください。 

授業参観アンケート・自由記述から 
後期学校公開時の授業参観アンケートへのご協力ありがとうございました。自由記述で

いただいたご意見に対し、ここで回答させていただきます。 

◆新校舎増築工事について 

 中庭に増築校舎を建設することについて、ご意見をいただきました。学校としても、「毎

日多くの子供たちが遊んでいる中庭を残したい」と考えて区教委と打ち合わせをしてきま

したが、「校庭の広さをできる限り確保する」ことを考えると、中庭に増築校舎を建てざ

るを徔ないと判断しました。今後は、中庭に育っている樹木をどうすれば残せるかを検討

していきます。 

◆門の施錠について 

 土曜授業公開に来校された方から、「玄関が開放されていて子供たちの安全が確保され

ていない」との指摘をいただきました。これは学校公開時間に限ったことで、ふだんは正

門も電子錠で閉鎖しています。しかし、ご心配を軽減したいと思いますので、公開中の受

付を学校だけで行うのではなく、ＰＴＡにもご協力をお願いしたいと考えています。保護

者の皆様、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

◆机・椅子の高さ調整について 

 子供たちが集中して学習に取り組むために、身体に合った机・椅子の高さに調整するこ

とは重要であると考えます。できる限りの努力をします。 

◆授業公開時の学習内容について 

通常の授業の様子をご覧いただく、子供たちの発表・作品を見聞きしていただく、出前

授業に多くの方に参加していただくなど、いろいろな考えをもって公開授業の計画を立て

ています。今後も工夫して計画していきます。 

 学習規律の確立についても、いただいたご意見をもとに、改善に努めていきます。 

◆家庭学習について 

 家庭学習の内容や量について、検討を求めるご意見をいただきました。時間については

引き続き「学年×10分」を基本とし、学年が上がるに従い、子供たちの自主性・自発性を

活かした学習ができるよう工夫していきます。 

週末は東綾瀬公園へ！ 
今年の秋も地域イベントが多く行われました。先日は、東綾瀬公園から「オフスクール

パーク」というイベント（東京学芸大学・帝京科学大学との連携）への協力依頼がありま

した。子供たちがカード（生徒手帳～その１～）を持ち帰っています。今週、来週の週末

にイベントが予定されていますので、時間があればご参加ください。 

                                    

                                  №２４２ 

２８／１１／０７ 

                             足立区立東綾瀬小学校長 

                                 角田 成隆 

 



 

 

 

 

 

 
 

後期もよろしくお願いします！ 

後期がスタートして早くも１０日が過ぎようとしています。３連休をはさむだけの二期

制なので、「気持ちも新たに！」と切り替えることが難しそうですが、子供たちは後期の

新たな目標もって生活を始めているように見えます。次の学年につながる貴重な半年、更

なる成長を期待したいと思います。 

さて、１１日の後期始業式では「責任」について話をしました。日々の生活で何かが起

きた際、子供たちの「私じゃない」「ぼくだけじゃない」というような言葉が気になって

いました。もちろんいろいろな言い分はあるのだと思いますが、「自分の言ったこと、や

ったことに責任をもとう」という話をしました。「自分からすすんで」「本気で」に加え、

「責任をもって」何でも頑張る東綾瀬の子供たちを育てていきたいと思います。前期に引

き続き、後期も皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いします。 

学校公開終了 
後期学校公開が終わりました。５日間でのべ９００名以上の方にご来校いただき、子供

たちの学校での様子をご覧いただきました。ありがとうございました。最終日の土曜日に

は約３６０名の方にご来校いただいたのですが、３校時の道徳授業地区公開講座「意見交

換会」の参加者が尐なかったことが残念でした。尐人数のよさを生かし、参加された方全

員のお話をうかがうことができ、今後の道徳教育を考えるよい話し合いができました。参

加してくださった皆様、ありがとうございました。 

本校では、講演会ではなく、教員も含めた尐人数のグループに分かれ、その日の道徳授

業や子供たちの心に焦点を当てた「意見交換会」を行っています。来年度は、お気軽に参

加していただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いします。 

「授業参観アンケート」へのご協力をお願いしていますが、多くの方にご協力をいただき、

ありがとうございます。現在、ご提出いただいたアンケートを読ませていただいていると

ころです。よりよい学校づくりを目指し、すぐに改善できることはすぐに行動に移してい

きます。今後も、お気付きのことがあれば、遠慮なくお知らせください。 

「礼に始まり、礼に終わる」 
１７日の児童朝会では、「礼に始まり、礼に終わる」という話をしました。毎日の授業

も、礼に始まり、礼に終わります。言葉だけでなく、心を込めたあいさつができるように

したいと考えます。お腹からしっかりと声を出すことは、学芸会の演技にもつながります。 

緊急地震速報 
今日の４校時、机上のスマホが緊急地震速報を知らせました（学校にはシステムが導入

されていないのです）。すぐに副校長が放送で、安全な場所に避難するよう、子供たちに

指示を出しました。幸い足立区では大きな揺れを感じませんでしたが、いつでも、どこで

も、「落ちてこない、倒れてこない、移動してこない」安全な場所へ速やかに避難できる

力を育てていきたいと考えています。ご家庭でも、この３つをキーワードにして地震発生

時の行動について確認をお願いします。 

 

 

 

                                    

                                  №２４１ 

２８／１０／２０ 

                             足立区立東綾瀬小学校長 

                                 角田 成隆 

 

 学校ホームページの「学校日記」では、画像を中心にして東綾瀬小の様子をお知らせしています。

「校長室だより」については画像を尐なめにし、校長からお伝えしたいメッセージをしっかりと発信

するようにしたいと考えています。よろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 
 

前期終了！          皆様のご支援・ご協力に感謝します！ 
本日で１０６日間の前期が終了しました。この半年間の

様々な学習や体験を通して、外見も内面も、子供たちの確か

な成長を実感することができました。 

本日、一人一人が頑張ったこと、できるようになったこと、

後期への期待等を記した「あゆみ」を子供たちに渡しました。 

保護者の皆様には、まずは子供たちの努力・成長を認め、ほ

めてあげてください。そして、後期への意欲につながるよう

な励ましの言葉をお願いしたいと思います。 

皆様のご支援・ご協力のおかげで、前期の半年間を大きな事故なく終えることができま

した。心より感謝申し上げます。３連休明け、新たな目標をもった子供たちが元気に登校

して来るのを楽しみにしています。後期もよろしくお願いいたします。 

学校ホームページのリニューアル 
学校ホームページで「校長室だより」を毎週更新するなど積極的な情報発信を行い、多

くの方に東綾瀬小の「今」を知っていただけるよう努めてきました。 

今年度７月より、足立区からホームページ支援の方が毎月派遣されており、現在、学校

ホームページのリニューアルを進めています。「フォトアルバム」を「学校日記」としま

したが、短時間で更新作業ができるようになったので、更新回数を増やすように努めてい

ます。「校長室だより」でメッセージをお伝えし、「学校日記」で画像を紹介することを

基本にしていこうと考えています。引き続き学校ホームページのチェックをよろしくお願

いします。 

連合運動会（６年） 
４日(火)、綾瀬小を会場に６ブロックの連合運動会

が行われました。参加校は、綾瀬、東綾瀬、東加平、

東渕江、北三谷、大谷田、長門の７校です。 

当日朝の応援集会での後輩たちのエールを受け、６

年生の子供たちはもてる力を十分に発揮することがで

きたと思います。練習の成果を見ることができました。 

代表選手６名によるリレーは、男女とも５位という

結果でした。個人の入賞は以下のとおりです。 

【女子】１００ｍ走④、走り幅跳び①②③ 

【男子】走り幅跳び①、走り高跳び①、１０００ｍ走④⑤ 

北野神社大祭 
２日(日)、北野神社大祭に私たち教員も参加させていた

だきました。神輿を担がせていただいたり、参加している

子供たちを応援したりして、楽しい時間を過ごさせていた

だきました。「地域の学校」であることを改めて実感した

一日でした。お世話になった皆様、ありがとうございまし

た。今後も東綾瀬小をよろしくお願いします。 

                                    

                                  №２４０ 

２８／１０／０７ 

                             足立区立東綾瀬小学校長 

                                 角田 成隆 

 



 

 

 

 

 

 
 

秋季大運動会を終えて ～その３～ 
３連休明けの今朝、登校してきた二人の１年生に「おはよう！」と声をかけると、「お

はようございます！」ではなく、「たのしかった！」という声が返ってきました。「何が

楽しかったの？」と尋ねると、「おおだまおくり」「たまいれ」でした。うれしい反応で

した。私たち教員の意識は「演技」の比重が高いのですが、子供たちの意識は「競技」の

方が高いことを再認識しました。 

～「その２」の続きです～ 

 

～「競技」を中心に～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                  №２３９ 

２８／０９／２１ 

                             足立区立東綾瀬小学校長 

                                 角田 成隆 

 



 

 

 

 

 

 
 

秋季大運動会を終えて ～その２～ 
運動会翌日からの３連休は毎日雨でした。運動会前の一週間もほとんど雨でしたので、

よく当日だけ晴れてくれたな…という思いです。運動会が成功するかどうかは天気による

ところも大きいので、今年は本当に天気に恵まれました。感謝です。 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                  №２３８ 

２８／０９／２１ 

                             足立区立東綾瀬小学校長 

                                 角田 成隆 

 

午前の部の全体にかかわ

る種目をまとめました。本

当に多くの方にご参加・ご

支援いただいたことに改め

て感謝いたします。 

卒業生が元気な姿を見せ

てくれるのもうれしいこと

です。 



 

 

 

 

 

 
 

秋季大運動会を終えて ～まず一言～ 
ぐずついた天気の合間を縫って、本日１７日、秋季大運動会を予定通り実施することが

できました。結果は３年連続で赤組の勝利に終わりましたが、赤も白も、１年生から６年

生まで、子供たち一人一人が「本気」で取り組んでいる様子が伝わってくる運動会になっ

たと思います。子供たちの成長を実感できる運動会になったと思います。ご覧になった皆

様はいかがでしたでしょうか。 

本日は、たくさんの保護者の皆様、地域の皆様にご来場いただきました。閉会式でも述

べましたが、皆様の温かい応援が、子供たち一人一人のもっている力を十分に引き出して

くださったのだと思います。また、運営にご協力をいただきました、ＰＴＡ役員の皆様、

ソフトボール・バレーボール同好会の皆様、本当にありがとうございました。心より感謝

いたします。お配りしたアンケートに、今年度の運動会に対する率直なご感想・ご意見を

お寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                  №２３７ 

２８／０９／１７ 

                             足立区立東綾瀬小学校長 

                                 角田 成隆 

 



 

 

 

 

 

 
 

秋季大運動会前日 
今週ははっきりしない天気が続きましたが、学年間で相談して時間をうまくやり繰りし、

練習を行ってきました。前日の今日は午後から会場の準備をして、「さあ本番！」と思っ

ていたのですが、昼に予想以上にまとまった雨が降ってしまいました…。これから、ぞう

きんやスポンジで水を吸い取り、砂を入れるという作業を行わなければならなくなりまし

た。がんばります！ 

天気予報では、今日の午後、明日と「くもり」ですから、明日は予定通り、運動会を実

施することができるものと信じています（実施判断は当日午前７時になります）。天候や

校庭の状況によっては、開始時刻を遅らせる…ということもあるかもしれません。予めご

了承ください。 

今年度、足立区内で９月に運動会を実施するのは、なんと本校だけとのことです。明日

は、たくさんのみなさまに子供たちの躍動する姿をご覧いただき、確かな成長を実感して

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★昨年度、ＰＴＡからいただいたテント、とても便利です。あっという間にセットするこ

とができました。ありがとうございます。 

                                    

                                  №２３６ 

２８／０９／１６ 

                             足立区立東綾瀬小学校長 

                                 角田 成隆 

 



 

 

 

 

 

 
 

秋季大運動会までのカウントダウン 
いよいよ今週土曜日(１７日)に運動会本番を迎えます。本番までの

カウントダウンが始まりました。が、週間予報を見ると今週は連日の

傘マーク…。大きな崩れはなさそうですが、計画通りに練習を行える

かどうか、ちょっと心配です。 

当日の実施 or延期の判断について、今年度も日曜日を予備日に設定

していますので、天気予報をもとに無理のない判断をしようと考えて

います。なお、１７日に実施できず、翌日に延期とした場合、１７日

は休業日となります。あらかじめご了承ください。 

 

夏休み作品展終了 
１０日(月)の土曜授業公開には多くの保護者の皆様のご来校をいただき、ありがとうご

ざいました。夏休み作品展の最終日でしたが、子供たちの夏休みの自由研究、工作の作品

をご覧いただくこともできてよかったです。今後も、土曜授業公開の機会を利用して、子

供たちのいろいろな姿をご覧いただけるよう、工夫していきたいと思います。ぜひご来校

ください。 

 

よろしくお願いします！ 
１年２組担任の服部喜代美教諭は、体調丌良のため、今年度末まで

休職することになりました。後任として、平岡 優(ひらおか ゆう)

教諭が、本日着任しました。保護者の皆様にはご心配をおかけしてお

りますが、どうぞよろしくお願いたします。 
 

ユニセフ募金へのご協力ありがとうございました！ 

                                    

                                  №２３５ 

２８／０９／１２ 

                             足立区立東綾瀬小学校長 

                                 角田 成隆 

 



 

 

 

 

 

 
 

ユニセフ募金活動 
５日(月)からユニセフ募金活動に取り組んでいます。子供たち一

人一人の優しい心が、世界中の多くの子供たちを救います。皆様の

ご協力をよろしくお願いします。明日、７日まで、代表委員会の子

供たちを中心に正門に立ち、募金を呼びかけます。 

 

足立区小学校水泳大会 
３日(土)、スイムスポーツセンターうきうき館にて、第４７回足立区小学校水泳大会が

開催されました。区内４７校、４２５名の６年生が参加した大会に、東綾瀬からも女子２

名、男子４名、計６名が参加し、自己ベストの更新を目指して力強い泳ぎを見せてくれま

した。女子５０ｍ平泳ぎで決勝に進出し、５位入賞という好成績を収めました。 

実は…、今年度、私が小学校スポーツ大会の会長を任されているので、自分の学校の子

供たちに賞状を直接渡すチャンスがあるのです。これから続く他の種目でも、うれしい経

験をさせてもらえることを楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                  №２３４ 

２８／０９／０６ 

                             足立区立東綾瀬小学校長 

                                 角田 成隆 

 



 

 

 

 

 

 
 

祝・小Ｐ連６・７ブロックソフトボール大会優勝 
２８日(日)、小Ｐ連６・７ブロックソフトボール大会が行われ、綾瀬地区、中川地区の

小学校１２校が一堂に会し、日頃の練習の成果を発揮し合いました。東綾瀬小ＰＴＡチー

ムは破壊力のある打撃と堅い守りで予選の２試合、決勝トーナメントの２試合を危なげな

く勝ち上がり、念願の優勝を勝ち取ることができました。選手のみなさん、本当におめで

とうございます。また、応援に来ていただいた保護者の皆様、ＯＢの皆様、力強い応援あ

りがとうございました。 

ブロックの代表として、１０月３０日に行われる区大会に出場することが決まりました。

区大会での更なる健闘を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ バレーボール大会は、１２月１０日(土)に区総合スポーツセンターで行われます。ソ

フトボールチームに追いつき、追い越せ…で頑張ってください。 

 

                                    

                                  №２３３ 

２８／０８／３０ 

                             足立区立東綾瀬小学校長 

                                 角田 成隆 

 



 

 

 

 

 

 
 

夏休み終了、授業再開！ 
３５日間の夏休みが終わり、子供たちが学校に戻ってきました。大きな事故なく夏休み

を終えられたことにほっとしています。授業再開から４日目。すでに運動会の練習も始ま

り、夏休み明けムードは消えようとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 台風１０号は関東地方に上陸せずにすみました。今後も、午前６時の時点で足立区に「特

別警報」または「暴風警報」が発令されている場合は、区内の小・中学校全校が一斉に休

校になります。よろしくお願いします。休校にならない場合でも、登校時に風雨が強いと

きは安全を第一に考え、登校を遅らせるなどの対応をお願いします。 

                                    

                                  №２３２ 

２８／０８／３０ 

                             足立区立東綾瀬小学校長 

                                 角田 成隆 

 


