家庭数配付
心豊かに たくましく 共にのびる わかばの子
令和３年１２月２４日発行
第１１号

TEL
FAX

https://www.shinsapporowakaba-e.sapporo-c.ed.jp/

先週末の札幌は記録的な大雪となり、寒さもより厳しくなってきました。今日で長い２学期が
終わり、明日から子どもたちが楽しみにしている冬休みが始まります。今年は１学期２学期とも
に休校になることはなく、感染症対策を取りながらも、子どもたちは落ち着いて学習に取り組ん
だり、友達と協力して係活動や当番活動に取り組んだりすることができ、通常の学校生活に近い
形で毎日を過ごすことができるようになりました。また、新札幌わかば小としては初めての「わ
かばライブ（学習発表会）」では、自分たちのこれまでの頑張りをしっかりと発表
することができ、とても充実した２学期になりました。保護者の皆様には、行事へ
の参加や毎朝の健康観察など、たくさんの場面でご協力をいただき、ありがとうご
ざいました。
皆様、どうぞよいお年をお過ごしください。子どもたちが充実した冬休みを過ご
し、３学期始業式に元気な姿に会えるのを教職員一同、楽しみにしております。

３学期のスキー学習について
３学期は体育の学習で、どの学年もスキー学習を実施します。冬休み中にグラウンドにスキー山を造成し、
グラウンドでのスキー学習と、2 年生以上はスキー場での学習も予定しています。そこで、冬休み中に用具
の準備・点検や持ち物への記名をお願いします。また、実際にスキーを装着して歩いてみる・滑ってみるな
ど「足慣らし」もしておくとよいです。
概算のバス代と施設利用料(リフト代込み)
※スキーストックはスキーケースに、スキー靴は古
・2 年、ｼﾘｳｽ・・・・・・・・1,260 円+400 円＝1,660 円
タオルを敷いてリュック等に入れてください。
・3 年、4 年、ｼﾘｳｽ・・・1,440 円+600 円＝2,040 円
※スキーの搬入は 1 月 19 日（水）から可能です。
※土曜・日曜・祝日のスキー搬入・搬出は対応
・5 年、6 年・・・・・・・・1,520 円+600 円＝2,120 円
できません。
※参加人数によって、金額は変わります。正確な
※スキーセット、スキーウェア上下、手袋、
金額はスキー学習終了後にお知らせします。
耳が隠れる帽子（ヘルメット可）
、ゴーグル
※引落日は 2 月 28 日です。
（必要な人）などの身支度が一人でできるよ
うにしておいてください。
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お礼～日々の活動に感謝します～
スクールガードと交通指導員の皆様
ありがとうございます
資源回収では段ボールや古紙などを玄関前に運んでいた

PTA 一家庭一役の活動

ありがとうございます

だいたり、環境整備ではグラウンド横の花壇を丁寧に整備
していただいたりしました。また、交通安全見守りでは大
雨と強風の日も、信号前で子どもたちを見守りいただき、
読み聞かせでは、子どもたちの興味を引きながら上手に本
を読んでいただきました。子どもたちのために活動してい
ただき、本当にありがとうございます。ベルマーク回収や
蔵書点検など、3 学期に活動するものもありますが、これ
からも、どうぞよろしくお願いいたします。

天候がよくない日や雨や雪で歩きづらい日
などにも率先して、通学路を見守っていただ
き、大変ありがとうございます。学校では
『自分の命は自分で守る』を合言葉に、自分
で正しく判断し行動できるように子どもたち
への指導を続けていきます。これからも、で
きる日だけで構いませんので、子どもたちの
見守りをよろしくお願いいたします。
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冬休みの過ごし方

(給食あり、13:10下校)

明日から子どもたちが楽しみにしている冬休みに入ります。学校では「新札幌わかばの子ども（冬休みの
生活）」のプリントを使用し、各学級で指導しました。ご家庭でも、お子さんと一緒にご確認ください。
◇時間を決めて、計画的に学習に取り組む。
学校からの宿題
○ふゆのびのび・きたえるふゆ（ドリル）○生活表（わくわくふゆやすみ）
◇体力づくりに積極的に取り組む。
※ドリルと生活表以外の宿題もあります。
詳しくは学級便りをご覧ください。
◇家族の時間、ふれあいを大切にする。
※自由研究は課題にしていません。
◇早寝早起きを心がけ、規則正しい生活をする。
◇「自分の命は自分で守る」
・・・雪道での交通事故や軒下からの落雪など冬型の事故に気を付ける。
◇インターネットのトラブルにあわないために、家庭でルールを作り、そのルールを守る。

冬休み中の連絡先
冬季休業中においても、土曜・日曜および冬季休校日(無人化)となる期間以外は、学校に教職員がおりま
すので、何かありましたら、学校までご連絡ください。【℡ ８９１－２１０３
(平日 8：10～16：40) 】
休校日は 12 月 29 日（水）～1 月 5 日（水）の期間です。土日や冬季休校日の期間の緊急連絡は、学校代表
メールにお願いします。 shinsapporowakaba-e@sapporo‐c.ed.jp
※新型コロナウイルス感染症に係る件は保健所と対応し、学校へもご連絡ください。

お願い
参観懇談など保護者の皆様が学校にお越しの場合、車での
来校を禁止し、徒歩（もしくは自転車）での来校をお願いし
ています。ご協力ありがとうございます。
緊急時など、どうしても車で来校しなければならない場合
は、グラウンド側ではなく、校舎の裏側（温室前）に車を停め
るようにしてください。
なお、ミニ児童会館へのお迎え時も、同様に校舎裏側(温室
前)に車を停めてください。

学校徴収金引落日（１月分）について
１月の学校徴収金は以下のとおりです。引落手数料
（１０円）も含め、前日までに忘れずに入金してください
ますよう、お願いします。
引落日：１月２７日（木）

長子 4,880 円・長子外 4,700 円
※１月は、全学年同じ金額になります。
※１２月分の引落は１２月２７日です。

３学期始業式について
日にち
1 月 19 日(水)
登校時間 8:15～8:20
下校時刻 14:30（全学年５時間授業）
※通常授業で給食があります。
※当日の詳しい学習内容・持ち物などにつきま
しては、学級便りでお確かめください。

