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幼稚園始業式
ブロック発表
ヨット体験(6 年)
運動会係打合せ（1～4 年 14:45、5･6 年 15:35 下校）
運動会全体練習開始
SC 来校
委員会
幼稚園役員会
下津第一中学校体育祭(雨天順延)
運動会係打合せ
（1～4 年 14:45、5･6 年 15:35 下校）
敬老の日
秋分の日
運動会準備（1～4 年 13:30、5･6 年 14:15 下校）
SC 来校
運動会（規模縮小開催 8:45～12:00 予定）
振替休業

＊第３回運営委員会は中止します。
＊小学校遠足は、10/1(金)です。
＊幼稚園運動会は、10/2(土)です。
8/29(日)に予定していました環境整備作業は、新型コロ
ナウィルス感染症の感染拡大のため中止とします。ご予
定いただいていたかとは存じますが、ご理解のほどよろ
しくお願いいたします。
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畑では、野菜がぐんぐん大きくなっていました。

夏休みの思い出

～1･２年生の絵日記より～

始業式

じいじと さかなつりに いきました。さかなが たく
さん つれました。
「じまんできるな。
」と おもいました。
うれしかったです。 （１年 みなみぐち そら）
きょう カヤックをしました。ひとりで うまく でき
ました。たのしかったです。
（１年 たまき よしまさ）
かわへ いきました。うかぶのが たのしかったです。
ままと めいと ゆめと ぱぱで いきました。かわで お
かしを たべました。
（１年 しもはら ゆめ）
わたしは、はなびを かいました。いっぱい はいって
いました。いろんな いろが ありました。はなびを す
るのが たのしみです。 （1 年 ほった ももか）
わたしは、おりがみで ツムツムを つくりました。ミ
ニを つくるのが むずかしかったけど、たのしかったで
す。こんどは、プリンセスを いっぱい つくりたいです。
（１年 おおみち ゆうき）
ぼくは、クワガタを つかまえに いきました。オスを
つかまえたかったけど、メスしか とれませんでした。
２ひき つかまえました。ちっちゃかったです。つぎは、
でっかいのを つかまえたいです。か(蚊)に ２５かしょ
かまれました。 （２年 にしなか わく）

宿題の答え合わせをしています。

わたしは、土曜日、えだまめを えだから は
さみで 切りました。切るとき、ゆびを 切らな
いように 気をつけました。りょうが 多かっ
たけど、ぜんぶ切れて よかったです。おばあ
ちゃんが ゆででくれました。食べると おい
しかったです。 （２年 はたもと しおり）

検温等健康観察徹底のお願い
夏休み中も、毎日の検温等、各ご家庭での健康観察にご協力いただき、ありがとうございました。
おかげさまで、無事２学期の始業式を迎えることができました。しかし、新型コロナウイルス感染症の
デルタ株等変異株による感染もあり、和歌山県内の感染も急拡大しています。教育委員会からのプリント
にもありましたように、２学期も、土･日曜日を含めた毎日の検温等による健康観察を徹底してください
ますようお願いいたします。発熱（37.5 度以上。平熱が低い場合は、平熱より１度以上高い）等、体調が
すぐれない場合は、速やかに医療機関の受診をお願いいたします。

