
 

  

大盛会*創立 100 周年児童記念集会・記念式典 

校長 平野哲士 

記念児童集会 

１０月２０日（水）3校時に、校庭で、児童記念集会を実施

いたしました。「学校探検」「地域探検」「昔の道具調べ」「給食

の移り変わり」「堀ジェクト X～これまでの 100年、これか

らの 100年」「堀船小の歴史」など、学年ごとにテ－マを決

めて、調べてたことを発表しました。作成した作品は、式典当

日、来賓の控え室に掲示をしました。閉会式後、いつも子供た

ちの安全にかかわる意識を高めてくれている「堀レンジャ－」

が、何者かに襲われてしまうという事態が発生し、100周年

キャラクター「ほりふな 100っち」が登場。難しいクイズを

悪役に提示して退治し、「堀レンジャ－」を助けるという一幕

もありました。一人一人が温かい気持ちで 100 周年をお祝

いしました。 

記念式典が厳粛に執り行われました 

１０月 30日（土）、午前１１時、記念式典を開催すること

ができました。北区からは、花川区長様、清正教育長様、名取

区議会議長様に参列していただき、各町会・自治会長様、歴代

PTA会長様、歴代校長様、旧職員、現職員の計 7４名参加と

いう形で進めさせていただきました。本来でしたら、地域の

皆様方、本事業の実行委員様にもご参列いただくところです

が、北区の感染症対応ガイドラインに乗っ取っての運営であ

ることを、ご理解いただけますと幸いです。 

式典は、厳粛に執り行われ、６年生がよびかけと素敵な歌

でお祝いをするなど、素晴らしい式となりました。式典直後

には、地域の皆様から頂戴した数々の品や白山神社に戻った

「刀や十一面観音〔学校便りでご紹介済〕」を紹介させていた

だきました。 

式典後、校庭で、６年生によるフィ－ルド・ミュ－ジカル 

を披露させていただき、素晴らしい演奏をご来賓の皆様にお

届けできたのではないかと思っています。 

タイムカプセルについて 

 創立８０周年時に埋めた「タイムカプセル」を 20 年ぶり

に、令和３年１２月１１日（土）１３時 00 分、２０年前に

在籍していた方々にお集まりいただき、掘り起こします。詳

細は、はがきを送らせていただき、ご案内致します。在校生

は、年明け２月２５日開校記念日近辺で埋め入れます。 

日 曜 １１月 行事予定 

1 月 振替休業日 

2 火 【読書月間】 

3 水 文化の日 

4 木  

5 金 都学力調査６年 安全指導日 

6 土  

7 日  

8 月 委員会活動 

9 火  

10 水 避難訓練 

11 木  

12 金 都学力調査（５の１放課後） 

13 土 土曜授業（保護者公開） 

14 日  

15 月 クラブ活動 

16 火 都学力調査（５の２放課後） 

17 水 ４時間授業 

18 木  

19 金 音楽会（児童参観）５時間授業 

20 土 
音楽会（保護者参観） 
月曜時程５時間授業 

21 日  

22 月 振替休業日 

23 火 勤労感謝の日 

24 水 PTA 工作教室 

25 木 ４時間授業 学校保健委員会 14:00～ 

26 金 第３回フレンドタイム 

27 土  

28 日  

29 月 【人権月間】 

30 火 ５年 岩井自然教室代替日帰り遠足 

12/1 水 
都学力調査４年 
４時間授業 研究授業５校時５年１組 
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11 月の生活目標 「落ち着いて学習に取り組もう」 
生活指導部 西脇 輝久 

秋も日一日と深まり、落ち着いて学習に取り組める絶好の季節になりました。堀船小では、子供たちに学

習のめあてをもたせ、ひとつひとつの学習にじっくり取り組ませているところです。子供たちが学習に集中

できるよう、お家の方には「早寝、早起き、朝ご飯」などの基本的な生活リズムを整えるご協力をお願い申

し上げます。また、今月は【読書月間】です。じっくりと読書をしたり画集を見たりし、本に親しみ、心に

たっぷり栄養をとる良い機会ですので、積極的に取り組んでいきましょう。 

また、10月～2月は冬時間となり、夕焼けチャイムが１６：30になります。暗くなるのが早くなり、

「飛び出し事故」や「誘拐」等に巻き込まれることも予想されます。お子様には、「早めに家に帰り、夕焼け

チャイムは家で聞くように」との声かけをお願いいたします。 

 

創立 100 周年記念音楽会 
音楽会委員長 千葉 未央 

っ 

北区 アイディア工夫展 
図工専科 松本 里緒 

あいさつ標語・あいさつポスター 
国語部 古澤 直子 ・ 図工専科 松本 里緒 

100周年記念音楽会まであと少しとなり、各学年、ボディパーカッションと合奏を一生懸命練習し、心
に残る演奏にするために努力しています。ぜひ、お子様の精一杯演奏する姿をご覧になっていただきたいと
思います。別にお配りします「校内音楽会のお知らせ」もお読みいただき、素晴らしい音楽会になるようご
協力方お願い申し上げます。 

音楽会  ～とどけ！わたしたちの音楽のチカラ～ 

日時：11月 20日（土） ＊ 開始時間はお知らせをご参照ください 場所：堀船小学校 体育館 

２年 辻  宗佑 ロボットカー  ４年 木澤 咲空 ぬれないせんたく 

２年 安東 莉奈 どうぶつの森  ５年 髙森 寛奈 リアルかんなクラフト 

２年 髙森 脩平 かわいいりりんちゃん  ５年 平野 恭佑 2021堀船オリンピック 

２年 寺嶋 珠音 リサイクルせんぷうき  ６年 小林 紗和 開閉式マスク 

３年 新川 唯眞 手動スクロールゲーム  ６年 島袋 由良 携帯制限装置 

３年 酒井 大希 目が光るロボット  ６年 増川 柚希 指が不自由な人や小さな子供でも使える磁石で簡単コンパス 

３年 長田 悠真 わにのパックンくん  ６年 村上  櫂 水冷式ポータブルクーラー爽 KAI2021 

４年 西田 民子 プラバンモビール  ６年 河野 花那 望遠鏡 

４年 和田 寬生 ひまなときにやることが決められるダーツ  ６年 小橋 歩琉 映写機 

 

今年の北区アイディア工夫展は会場展示を行わず、北区 Youtube チャンネルで公開予定です。 

本校からは１８名の児童の作品が選ばれました。 

１年 鈴木  日彩  

「げんきにあいさつ  ぼくのえがおで  みんなもえがおに」 

４年 師星  辰朗  

「おはようで  あいさつしんだん  いじょうなし」 

６年 伊藤  優  

「あいさつで  心の充電  100 パーセント」  

あいさつ標語 優秀賞 

あいさつポスター 優秀賞 

 

６年 城野 結子 ６年 關 莉緒 ４年 城野 奏子 

 

１１月の土曜授業は公開します 
教務主任 伊澤 正行 

詳しくは、10月２８日（木）に紙面で配布しました「11月 13日（土）学校公開について」をご確認
ください。 


