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日ごろから自治会活動にご理解 ・ご協力頂きまして大変ありがとうございます。
コロナ禍で窮屈な生活を強いられていますが、幸いにも3月 7日 に緊急事態宣言が解除され
る可能性が出てきました。
'それを見越してとなりますが、コロナ対策に万全を期した上で流山落語同好会の皆さんの

ご協力を得まして 「あずま寄席 (落語)」 を実施したいと思います。奮ってご参加ください。
今回初めての企画となります、皆さんのご希望によりましては定期開催も検討していきます。

◆日時    令牙口3年 3月 28日 (日)14:20+ 1 6 : 4 0

開場14:10 ィ1演14:20

場 所
甲特

福鷹 館越 間
||||  
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◆参加   無料          ||

μ
    *コ ロナ対策として、申し込み乖着 30名 様限定 (自由席)と しますので

参加できない場合はご容赦ください。
申し込み :電話、又は、メールで坂梨さんに

運絡 ・申し込みを行う
電話 :090-72,5.5-2189(携 帯)
メニル :akarukuo606@qttall.cOm

令和三年3角1:白r′̈

東自治会長    茂木

流山落語同好会員 坂梨
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検温、マスク着用、手指消毒にご協力くださし`。   
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◆プログラム
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呑気亭 喜楽           ,
流々亭 山助
0流山落語同好会の皆さんです。            1｀

′
ノタt潰Jは当日のお楽しみにしていてください!

*お 願 い *

コロナ対策として、
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「子供きもの教室」体験会のご案内

令和 3年 3月 5日

東自治会長  茂木 功司

地域を元気で明るくする会長  佐藤 至廣

今回、落語のあずま寄席で高座をして頂く、地域を明るくする会の佐藤さんより

日本古来の衣装の″
きもの″

を通して、伝統文化の心にふれる機会と和文化が生活に密着して

いることを感じて頂けることを知つてもらえるように、また″
きもの″

を着る楽しさも体感じ

てもらえ、日本古来の衣装である
″きも9″奪、次世代の子供達に継承できるようにとの

思いで、5月 からお子さん向けの 「子供きもの教室」を開校しようと考えています。

この教室は、以降毎月 1回 程度行いたく、来年(令和4年 )3月 には、集大成として正装

をして記念写真を撮影する計画を予定しております。

つきましては、保護者の皆さまに、ご理解とご協力をお願い致したく 「子供きもの教室」

体験会を、下記の通り実施致しますので、是非ご参加頂きたくご案内申し上げます。・

記

:4月 17日 (土)i3:30-16100

E向J 金ヽ福社会館 大広間

:小学生 (1～ 6年 生の男女)と その保護者

:無料

:筆記用具

1)「 子供きもの教室」開校案内

2)カ リキュラiムの説明および着付け実演

<ア トラクション>

.・子供向け落語 (演者 呑気亭喜楽)

■参加申し込み締め切り :3月 31日 (水)
メ

事前申し瀑みをお願い致します。 (先着順とさせて頂きます)
:地域を元気で明るくする会

担当  大竹 (04-7173-9612)

ご自宅での検温 ・マスク着用 ・手指消毒をお願いします。

■日時

■会場

■参加対象者

■参加費

■持ち物

■内容

*コ ロナ禍により、

申し込み先

<お 願い>ご 来場の際は、

以 上



令和 3年 3月 1日

3月 号I No.H

流山市立向小金小学校

https://schit.net/na.gareyama/mukaisyou/

力強く一歩前へ !
校  長 角 龍幸

‖UKA12020 -歩 前へ !

む…夢中で学ぶ  か…体をきたえる  い…いつしょに育つ

4月 の学校便りに学校 目標を掲げ、『コロナとの戦いの中でも決して小さくならず、職員
一同知恵を絞つて、子供たちの成長のため工夫して学校教育活動を進めいきたいと思います。
その気持ちを 「一歩前へ |」にこめました。』と書かせていただきました。 3月 弥生、早く
も一年が経とうとしています。さて今年度、向小は 「一歩前へ !」進めたでしょうか。
子供たちにとってこの一年は、休校、分散登校を経てようやく全員での学校生活が始まる

など、本当に大変な年だつたと思います。でも、どんな状況でも子供たちは、最大限がんば
る姿を見せてくれました。

26日 に行なった6年 生を送る会の6年生の発表で、「コロナで自分たちの生活は大きく
変わりました。でも私たちはコロナに負けませんでした。大切な仲間たちと工夫をして充実
した一年を送 りま した。」 とい う言

葉があ りま した。 コロナだか ら 「で

きない」のではなく、自分たちの 「知

恵」で自分たちの生活をよ りよいも
のより楽 しいものに してきたんだ、
とい う強い強い気持 ちを感 じま し

た。今年度の困難な状況下でがんば
つた子供たちです。力強 く、「一歩

前へ !J進 めたのではないで しょう
ズ)。ヽ

3月 です。進学、進級に向けてさらに一歩踏み出します。

<6年 生を送る会> 2月 26日 (金)

例年は全校一堂に会 して行事を行 うのですが、今年度は、 6年 生が待つている体育館に各学年が

訪れて学年ごとに 6年 生への感謝の想いを伝えました。 6年 生からは全校の代表 として参加 した 5

年生にこれから学校のリーダーとしてがんばつて欲 しいという想いを伝えました。



3月の行事予定
1日(月)月 初めの会 (放送)

1日～3日 短縮5時間授業

3日(水)第4回PTA運 営委員会

4日(木)委 員会活動

5日(金)短 縮5時間授業

9日(火)吹 奏楽部コンサート

10日(水)登 校指導 ・安全点検 日、向つ子を育てる会

授業参観 (1～3年、たんぽぽ)・…3,4校 時

懇談会…15:00～、全学年5時間授業
11日(本)授 業参観 (4～6年)…3,4校 時

全学年5時間授業、懇談会…15:00～

18日(本)卒 業式準備・給食最終日

19日(金)第 44回 卒業証書授与式

1～5年生…休業 日

20日 (土)春 分の日

22日～24日 短縮4時間授業

24日 (本)修 了式・辞校式
(5年は机椅子移動後下校)

25日～31日 学年末休業

※休業中の登校 日はございません。

1日～4日 学年始め体業

5日(月)令 和3年度第1学期始業式

7日(水)入 学式前 日準備

8日(木)令 和3年度第45回 入学式
9日(金)給 食開始(2～6年生)
13日(火)登 校指導・安全点検 日

14日(水)1年 生給食開始

※ 毎週水曜日は教育相談日 (事 前にご連絡くださしつ

15日(木)委 員会活動

:::1:[122甘ζま僧][縮授業[1‖樹|
2 9日(木)昭 和の日

◇2/15(月 )6年 生薬物乱用防止教室

東葛地区少年センターの方をお招きして、

中学校進学を前にした6年生対象の「薬物乱

用防止教室」を行いました。
発砲スチロールで作成した人形にシンナー

を垂らす実演では、溶ける様子からシンナー
の害を知りました。また、スクリーンを見なが

ら、薬物使用の恐ろしさについての説明を聞
きましたし公演の最後には、煙草の誘いに対し

ての断り方や心構えについて、ロールプレイを

交えて教えていただきました。

◇流山市 GIGAス クール構想

ICTを活用した授業の一環として、来年度

より全児童にタブレットが貸与されます。各自

が自分の進度に合わせてたドリル学習を行つ

たり、グループワークにおける意見交換、イン

ターネット活用した調べ学習、プレゼンテァシ

ョンを行ったりします。
2月に充電保管庫が学校に搬入されまし

た。今月中に児童用タブレットが搬入される予

定です。タブレットは、児童名が登録され、小

学校在学中継続しての使用となります。

◇千葉県小 ◆中 ◆高校書き初め展審査 千葉日報社賞…池田 1普隆さん(5卸

◇千葉県家庭科 0技術家庭科作品展 入選…太田 優菜さん(6年)
◇東葛飾地方家庭科 ・技術家庭科作品展 入選…木村 光縫さん(6年)、山口 栞さん(6年)
◇全国児童画コンクール 入選…後藤麟太郎さん(4年)、浅島 碧人さん(4年)、本間 千晴さん(4年)、

伊藤 有β翔さん(6年)、大沼 奏さん(6年)
◇市内陸上大会 ・市内ミニバスケットボール大会代替イベント (コロすウィルス感染症対応)

※市内各校で計測した記録を集計しました。向小の子どもたちが素晴らしい記録を残しました。
04年 女子800mの 部第2位 (3分 02秒 )… 権丈 凛香さん(4年)
・フリースローチャレンジ女子の部第1位 (15回 中11回 )
・フリースローチャレンジ男子の部第2位 (15回 中8回 )
・ドリブルシュートチャレンジ女子の部第1位 (4分 間91回 )
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8043-201-0110発行者 千葉県警察本部 〒260-8668

安全O安由なまちづ
入学や進級などで生活環境が変わるこの時期は、子供を

狙つた犯罪や事故に気を付けてください。

県警では、見守りや各種取締り等を実施しております。

地域の皆さんも子供たちへの防犯指導や、車両走行時の

注意など、ご協力をお願いします。

鶴  蠍

子供たちが安全で安心な毎日を送るためには、子供自身が「自分の

身を守る」方法を身に付けることが大切です。「うちの子は大丈夫」と油断
せずに、普段から「いやです・だめです・いきません」の合言葉を活用
した防犯教育や、子供の行動範囲を中緒に歩いて親子で危険箇所を確認
しましょう。

天重3看[鷺導翼覗藁貢琴
訪霞 戦 、_ム

躙

県警では、子供たちの交通事故を防止するため、通学路等での取締り

を強化します。

学校周辺には、スクールゾーンを始め、登下校時間帯に交通規制を行

う道路があります。ドライバーの皆さんは、ゆとりと思いやりを持つた安

全運転を心掛けましょう。

4機磯慇蝙鶴‐4慇1壌1駿‐m

鶉守越驚蔀蛉鰐鷲驚反驚予[鏃澄ていない道を通学する児童や、自転車通学を始める
)増加が懸念されます。保護者や周りの大人が手本
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※ 掲載内容は作成時点のものになります。新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、中止 ・変更となる場合があります。

第 639号 (令和 3年 3月 1日 発行) 春号 (3・4・5月 罰

千葉   採用試験
県警では、安全で安心できる県民

生活の確保のため、たくさんの職員
が日夜活動しています。

警察の仕事は多岐にわたります。
あなたの活躍できる場所が必ず
見つかります。

〈受付期間〉:3月中旬から4月中旬を予定

警務課任用係 『 ざ(誂 _7:よ ガryE

インタ■
‐
ネツトの安全な利用

ルールも二緒に教えましょう
.

子供がSNSや ゲーム機のインターネット機能を利
用して、犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。
子供を犯罪から守るため、必ずフィルタリングを利用

○ 裸の写真などは「撮らない撮らせない送らない」

.〇  ネットで知り合つた人には絶対に会わない。

少年課少年センター a o43-201-0110(代 )

山岳事故の防止

山の事故は、標高の低い山でも発生

します。事前にしつかり準備 して、楽し
い登山・ハイキングにしましょう。

○ 十分に充電した携帯電話機、予備の水・食料等、

万が…のときの備えを怠らない。

○ 登山届の提出、家族等にも計画を伝えておく。

地域課 公 043-201-0110(代 )

ゝ驀隧デ顆鍮ィ攣夕倅颯邁贔浴鱚饒隧

月  日
運転免許センター

警察署
千葉 流山

4/28(水 ) 通常業務

4/29(木 )

4/30(金 ) A 通常業務

5/ 1 (土)

5/2(日 ) B C

5/3(月 )
S

5/5{水)

5/6(木 ) 通常業務

運転免許業務のご案内
‐

A:通 常業務(技能試験、取消処分者講習、違反者講習、
停止処分者講習等の試験コースを使用する手続を
除く。)

B:有 効期限内の更新手続、記載事項変更届、運転免許証
の自主返納、運転経歴証明書の受付

CI有 効期限内の更新手続 (優良運転者講習及び高齢者
講習受講済の方に限る。)、記載事項変更届、運転免許
証の自主返納、運転経歴証明書の受付

注意 公共交通機関をご利用 ください。駐車場の混雑

により受付時間に間に合わない場合があります。

原動機付自転車の新規免許試験日0

講習日等変更のお知らせ
令和3年 4月 1日 (木)から

千葉運転免許センタ… 毎週

流山運転免許センター 毎週

祝日、振替休日及び年末年始は
除きます。

また、免許試験受験前の方及び
不合格の方も講習が受講できるよ
うになります。

月 ・水 ◆金曜日

火 ・木曜日

千葉運転免許センター 容 043-274-2000

流山運転免許センター 804-7147-2000

■lJ―ンリ ,‐|り!ラ
ーリンゆ 夕1期1間1中の1交通混雑緩和に|ついて

千葉県では、幕張メッセ会場及び釣ケ崎海岸サーフィンビーチ会場において競技が行われます。
開催期間中、会場周辺は混雑が予想され、交通規制を行う場合もありますので、混雑する時間やルー ト

を回避するなどのご協力をお願いします。詳細は、県警ホームページ等でご確認ください。

「漑贔憮 楼贔躁憔鱚跛 鑽颯檄輪憔逼 オリンピック・パラリンピック対策課 公 043-201-0110(代 )

電話 de詐 欺Iよ電話 de n・j策 !!  ][言
]] 

毒覇舌de言乍;歌のま業減にこ協力ください。


