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プールの授業も始まり、もうすく夏本番です。１

ご協力ありがとうございます。
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昇降口に七夕の笹飾りがありました

上達の他に、家族のことを思いやる願いごとが目立ちました。富岡小学校の子どもたちは家族思いでやさしい心を

持っていると改めて思いました。

さて、間もなく
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教頭先生より

あっという間に

要注意です。学校では体育の時間はもちろん、富小タイム・

場合によっては、富小タイム等であっても校庭での活動をさせないということもあるかもしれません。

児童の健康と安全のためですのでご承知おきください。

9 月 2 日の引き渡し訓練・地域の避難所開設訓練のご協力をお願いいたします。

最後になりますが、夏休みを健康・安全・楽しくをキーワードに過ごしてほしいと思います。

 

伊藤先生より

4 月、それぞれの児童が進級し、クラス替えを行って新しい学年をスタートした平成

期の終わりを迎えます。

さて、もうすぐ夏休みになります。夏休みは、長い視野で読書や科学

で計画を立てて楽しく学習に取り組んでいただきたいと思います。併せて、

や苦手分野の学習、得意なところはさらに得意になるように学習を進めてください。チャレンジタイムへの参加、個

人面談もどうぞよろしくお願いいたします。
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青少年補導員では、街頭での子どもたちへの声かけや見守り、キャンペーン等の啓発活動を通して、

青少年の非行防止・健全育成を図ることを目的として活動しています。

青少年補導員の活動を多くの人にご理解いただくため、パトロール活動等を体験していただくキャンペーンを

毎年、行っています。

今年は、

申し込み・問い合わせは、浦安市青少年センター

ご参加お待ちしています。
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不審者から子どもをまもろう！

 

全国で防犯活動の指導をしている「安全インストラクター」の武田信彦さんの講演に参加しました。

痛ましい事件が各地で起きている中、大変興

「日頃から地域の子どもに笑顔で挨拶などの声掛けを行うことで、緊急時に助けを求めやすい関係性を築く」

すぐに生活に取り入れられる内容で、防犯に前向きな気持ちになりました。

安全のコツ、パトロールのコツ、身を守るコツなども紹介され、とても楽しく分かりやすいものとなっていました。

武田さんの

身術、防犯パトロールなどについての様々なノウハウが紹介されています。

ぜひ親子でご覧いただき、防犯について話し合う機会にご活用ください。
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 季節を飾る会

季節を飾る会では、毎年恒例の七夕笹飾りを

富岡小学校の中庭で育った笹を使い、

折り紙の飾りで、色とりどりの笹飾りが素敵にできあがりました♪

1 年生

2 年生

3 年生

4 年生

5 年生

6 年生

専門部会：学級文化部
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痛ましい事件が各地で起きている中、大変興

「日頃から地域の子どもに笑顔で挨拶などの声掛けを行うことで、緊急時に助けを求めやすい関係性を築く」

すぐに生活に取り入れられる内容で、防犯に前向きな気持ちになりました。

安全のコツ、パトロールのコツ、身を守るコツなども紹介され、とても楽しく分かりやすいものとなっていました。

武田さんの HP「うさぎママのパトロール教室」

身術、防犯パトロールなどについての様々なノウハウが紹介されています。

ぜひ親子でご覧いただき、防犯について話し合う機会にご活用ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

季節を飾る会�

季節を飾る会では、毎年恒例の七夕笹飾りを

富岡小学校の中庭で育った笹を使い、

折り紙の飾りで、色とりどりの笹飾りが素敵にできあがりました♪

年生  12/5(木

年生  11/29(金

年生  12/12(木

年生   9/12(木

年生   1/15(水

年生   3/4(水

：学級文化部よ

活動について、以下の日程で開催予定です

より 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１日補導員キャンペーン(

青少年補導員では、街頭での子どもたちへの声かけや見守り、キャンペーン等の啓発活動を通して、

青少年の非行防止・健全育成を図ることを目的として活動しています。

青少年補導員の活動を多くの人にご理解いただくため、パトロール活動等を体験していただくキャンペーンを

 

土)の午前中に富岡公民館・新浦安駅周辺で実施予定です。

申し込み・問い合わせは、浦安市青少年センター

ご参加お待ちしています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

不審者から子どもをまもろう！ ～ 

全国で防犯活動の指導をしている「安全インストラクター」の武田信彦さんの講演に参加しました。

痛ましい事件が各地で起きている中、大変興

「日頃から地域の子どもに笑顔で挨拶などの声掛けを行うことで、緊急時に助けを求めやすい関係性を築く」

すぐに生活に取り入れられる内容で、防犯に前向きな気持ちになりました。

安全のコツ、パトロールのコツ、身を守るコツなども紹介され、とても楽しく分かりやすいものとなっていました。

「うさぎママのパトロール教室」

身術、防犯パトロールなどについての様々なノウハウが紹介されています。

ぜひ親子でご覧いただき、防犯について話し合う機会にご活用ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

�より 

季節を飾る会では、毎年恒例の七夕笹飾りを

富岡小学校の中庭で育った笹を使い、

折り紙の飾りで、色とりどりの笹飾りが素敵にできあがりました♪

木)親子ドッジボール大会

金)さつまいもを使ってスタンプ遊びをしよう

木)親子ドッジボール大会

木)レクリエーション

水)百人一首大会

水)親子でコサージュ作り

より 

以下の日程で開催予定です

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

(青少年補導員活動体験

青少年補導員では、街頭での子どもたちへの声かけや見守り、キャンペーン等の啓発活動を通して、

青少年の非行防止・健全育成を図ることを目的として活動しています。

青少年補導員の活動を多くの人にご理解いただくため、パトロール活動等を体験していただくキャンペーンを

の午前中に富岡公民館・新浦安駅周辺で実施予定です。

申し込み・問い合わせは、浦安市青少年センター

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 6/29(土)防犯講演会

全国で防犯活動の指導をしている「安全インストラクター」の武田信彦さんの講演に参加しました。

痛ましい事件が各地で起きている中、大変興味深い内容でした。

「日頃から地域の子どもに笑顔で挨拶などの声掛けを行うことで、緊急時に助けを求めやすい関係性を築く」

すぐに生活に取り入れられる内容で、防犯に前向きな気持ちになりました。

安全のコツ、パトロールのコツ、身を守るコツなども紹介され、とても楽しく分かりやすいものとなっていました。

「うさぎママのパトロール教室」

身術、防犯パトロールなどについての様々なノウハウが紹介されています。

ぜひ親子でご覧いただき、防犯について話し合う機会にご活用ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

季節を飾る会では、毎年恒例の七夕笹飾りを

富岡小学校の中庭で育った笹を使い、子どもたちが書いた願い事の短冊や

折り紙の飾りで、色とりどりの笹飾りが素敵にできあがりました♪

親子ドッジボール大会 

さつまいもを使ってスタンプ遊びをしよう

親子ドッジボール大会

レクリエーション 

大会 

親子でコサージュ作り 

- 2 - 

以下の日程で開催予定です。是非、子どもたちと一緒に楽しんでください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

青少年補導員活動体験

青少年補導員では、街頭での子どもたちへの声かけや見守り、キャンペーン等の啓発活動を通して、

青少年の非行防止・健全育成を図ることを目的として活動しています。

青少年補導員の活動を多くの人にご理解いただくため、パトロール活動等を体験していただくキャンペーンを

の午前中に富岡公民館・新浦安駅周辺で実施予定です。

申し込み・問い合わせは、浦安市青少年センター(047-712-6799)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

防犯講演会 参加報告

全国で防犯活動の指導をしている「安全インストラクター」の武田信彦さんの講演に参加しました。

味深い内容でした。

「日頃から地域の子どもに笑顔で挨拶などの声掛けを行うことで、緊急時に助けを求めやすい関係性を築く」

すぐに生活に取り入れられる内容で、防犯に前向きな気持ちになりました。

安全のコツ、パトロールのコツ、身を守るコツなども紹介され、とても楽しく分かりやすいものとなっていました。

「うさぎママのパトロール教室」http://www.usagimama.com/guide

身術、防犯パトロールなどについての様々なノウハウが紹介されています。

ぜひ親子でご覧いただき、防犯について話し合う機会にご活用ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

季節を飾る会では、毎年恒例の七夕笹飾りを 6 月末に昇降口に設置しています

子どもたちが書いた願い事の短冊や

折り紙の飾りで、色とりどりの笹飾りが素敵にできあがりました♪

 

さつまいもを使ってスタンプ遊びをしよう

親子ドッジボール大会 

 

。是非、子どもたちと一緒に楽しんでください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

青少年補導員活動体験)のご案内  

青少年補導員では、街頭での子どもたちへの声かけや見守り、キャンペーン等の啓発活動を通して、

青少年の非行防止・健全育成を図ることを目的として活動しています。 

青少年補導員の活動を多くの人にご理解いただくため、パトロール活動等を体験していただくキャンペーンを

の午前中に富岡公民館・新浦安駅周辺で実施予定です。

6799)まで。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

参加報告   

全国で防犯活動の指導をしている「安全インストラクター」の武田信彦さんの講演に参加しました。

味深い内容でした。 

「日頃から地域の子どもに笑顔で挨拶などの声掛けを行うことで、緊急時に助けを求めやすい関係性を築く」

すぐに生活に取り入れられる内容で、防犯に前向きな気持ちになりました。

安全のコツ、パトロールのコツ、身を守るコツなども紹介され、とても楽しく分かりやすいものとなっていました。

http://www.usagimama.com/guide

身術、防犯パトロールなどについての様々なノウハウが紹介されています。

ぜひ親子でご覧いただき、防犯について話し合う機会にご活用ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

月末に昇降口に設置しています

子どもたちが書いた願い事の短冊や

折り紙の飾りで、色とりどりの笹飾りが素敵にできあがりました♪ 

さつまいもを使ってスタンプ遊びをしよう 

。是非、子どもたちと一緒に楽しんでください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 ＜青少年補導員

青少年補導員では、街頭での子どもたちへの声かけや見守り、キャンペーン等の啓発活動を通して、

 

青少年補導員の活動を多くの人にご理解いただくため、パトロール活動等を体験していただくキャンペーンを

の午前中に富岡公民館・新浦安駅周辺で実施予定です。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

        ＜防犯支部長

全国で防犯活動の指導をしている「安全インストラクター」の武田信彦さんの講演に参加しました。

「日頃から地域の子どもに笑顔で挨拶などの声掛けを行うことで、緊急時に助けを求めやすい関係性を築く」

すぐに生活に取り入れられる内容で、防犯に前向きな気持ちになりました。 

安全のコツ、パトロールのコツ、身を守るコツなども紹介され、とても楽しく分かりやすいものとなっていました。

http://www.usagimama.com/guide では、子

身術、防犯パトロールなどについての様々なノウハウが紹介されています。 

ぜひ親子でご覧いただき、防犯について話し合う機会にご活用ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

月末に昇降口に設置しています。 

子どもたちが書いた願い事の短冊や 

。是非、子どもたちと一緒に楽しんでください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＜青少年補導員

青少年補導員では、街頭での子どもたちへの声かけや見守り、キャンペーン等の啓発活動を通して、

青少年補導員の活動を多くの人にご理解いただくため、パトロール活動等を体験していただくキャンペーンを

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

防犯支部長:沼倉由美子

全国で防犯活動の指導をしている「安全インストラクター」の武田信彦さんの講演に参加しました。

「日頃から地域の子どもに笑顔で挨拶などの声掛けを行うことで、緊急時に助けを求めやすい関係性を築く」

安全のコツ、パトロールのコツ、身を守るコツなども紹介され、とても楽しく分かりやすいものとなっていました。

では、子どもの危険回避や護

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 

。是非、子どもたちと一緒に楽しんでください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＜青少年補導員:飛田典子＞

青少年補導員では、街頭での子どもたちへの声かけや見守り、キャンペーン等の啓発活動を通して、 

青少年補導員の活動を多くの人にご理解いただくため、パトロール活動等を体験していただくキャンペーンを 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

沼倉由美子＞

全国で防犯活動の指導をしている「安全インストラクター」の武田信彦さんの講演に参加しました。 

「日頃から地域の子どもに笑顔で挨拶などの声掛けを行うことで、緊急時に助けを求めやすい関係性を築く」など、

安全のコツ、パトロールのコツ、身を守るコツなども紹介され、とても楽しく分かりやすいものとなっていました。

どもの危険回避や護

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＞ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＞ 

など、 

安全のコツ、パトロールのコツ、身を守るコツなども紹介され、とても楽しく分かりやすいものとなっていました。 

どもの危険回避や護

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 


