
 

備えあれば憂いなし 
                 校長  古 澤 厚 人  

 

台風に伴う豪雨で多くの死者、行方不明者を出してしま

った災害、ご家族を失ってしまった方々の悲痛な声が耳に

残ります。心からお悔やみを申し上げるとともに一日も早

い復興をお祈りしたいと思います。  

災害というとすぐに地震を思い浮かべますが、もっと怖

いのは水害ではないでしょうか。水は普段の生活には欠か

せませんし、日頃見なれていることもあってあまり怖さを

感じませんが、一度自然が猛威をふるうと大きな被害をも

たらします。降り続く雨が山を崩し、土石流となります。

さらに川が増水すると、濁流が堤防を崩し、家や車、全て

のものを押し流します。水が持つ大きな力は、上流から石や大木を運び、それらがさらに被害を

大きくします。今回の台風１９号の際には、危機感をもち実際に避難されたご家庭も少なくない

と思います。日本各地で起こった水害も多摩川に面した私たちの住吉地区にとって決して対岸の

火事ではないことをまざまざと思い知らされました。  

災害には備えが肝心です。備えの第 1 歩は、水害をよく知ること、知識をもつことです。府中

市では、水害の備えについて「府中市水害ハザードマップ」を発行しています。府中市のホーム

ページにアクセスすればだれでも入手することができます。その中に避難の際の注意がのってい

ます。例えば、止むを得ず浸水した道を歩くときの注意として、雨水が下水に流れ込みマンホー

ルのふたを押し上げ、転倒や落下の危険性があることをあげています。安全なはずの道が危険に

満ちた場所になることを伝えています。このように、水害の危険性を知り、自分の命は自分で守

ることが重要です。学校でも、災害に対する備えについては、学級指導や特別活動、総合的な学

習の時間等で指導しますが、ご家族で話し合ってほしいと思います。  

「備えあれば憂いなし」この表題で、私は、本校着任以来、何度もお便りを書かせてもらって

います。それには私の学校観があります。学校は、確かに学びの場所、かわいい子供たちの将来

に備えて、知識を獲得させ、経験を積ませ、心を鍛える場所であります。しかし、それだけでは

ないと思います。災害の際、全国の多くの学校が避難所になってきたことからも分かるように、

学校は、地域住民の安心安全な場所でなくてはならないと思います。日頃、ご支援をいただいて

いる地域の方々に万が一の場合は、「頼られる場所」でなくてはならないと思います。住吉小で

は、その時のために、毎年避難所開設訓練を学校、地域、行政が合同で実施してきました。今年

で５年目を迎えます。今年も、住吉コミュニティ委員会を主軸にした訓練が１０月１９日（土）

に実施されました。今年は、水害対応を中心にした訓練を行いました。万が一の場合の避難の仕

方、情報収集の方法、持って出る手荷物のチェック等、再確認をお願いします。  

２学期は、運動会と共にこれから展覧会が控えています。一つ一つの行事を通して子供たちを

鍛えていきたいと思います。ご支援をよろしくお願いします。  

 

台風などの影響で、秋季大会の日程が変更になっているため、「住小の子  がんばり紹介

コーナー」はお休みします。次号でまとめて紹介いたします。  

 

                                 

住吉小だより 
http://www.fuchu12s.fuchu-tokyo.ed.jp/ 
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「第６回避難所開設訓練」を終えて        

生活指導主任  安永  美紀  

 １０月１９日（土）、本校では第６回目となる「避難所開設訓練」が実施されました。

災害時に家屋の倒壊等により、地域の方が学校に避難されてきた場合を想定しての訓練で

す。  

中島通り町会、住吉町会、住吉小ＰＴＡ、住吉スポーツクラブ、府中市防災課、府中消防

署分梅出張所、消防団（１５分団）の方々にもご参加いただきました。避難所開設に加

え、さらに本校５年生が、初期消火、救命救急（ＡＥＤ）、煙体験の訓練も行いました。

また今年は、台風１９号の後ということもあり、水害への対策についても、府中市防災課

の方にスライドを交えたお話をしていただきました。  

子供たちは、一つ一つの訓練に、とても真剣に取り組んでいる姿が見られ、また、訓練後

は非常食（アルファ米）の試食もでき、充実した訓練となりました。  

大きな災害に見舞われて避難所を開設するとなると、府中市、地域、学校が連携すること

の大切さを再認識しました。ご協力いただき、本当にありがとうございました。    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （体育館で開会式）                （煙体験）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （救命救急ＡＥＤ）              （初期消火訓練）  

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

（簡易トイレ見学）             （アルファ米試食）  



 

学年 1校時　8:30～9:15 2校時　9:20～10:05 3校時　10:15～11:00 ４校時　11:05～11:50

教科 学級活動 生　活 国　語
内容 頑張れしょく レンジャー あきとなかよし ことばをみつけよう
場所 教　室 教　室 教　室
教科 英　語 国　語 学級活動
内容 ナンバー１～１０ しらせたいなみせたいな 頑張れしょく レンジャー

場所 教　室 教　室 教　室
教科 道徳 学級活動 国　語
内容 てるちゃんのかお 頑張れしょく レンジャー しらせたいなみせたいな

場所 教　室 教　室 教　室
教科 国語 算数 生活 生活
内容 お話のさくしゃになろう かけ算（２） 町には発見がいっぱい 町には発見がいっぱい

場所 教室 教室 教室 教室
教科 音楽 国語 生活 生活
内容 楽器でお話 秋がいっぱい 町には発見がいっぱい 町には発見がいっぱい

場所 教室 教室 教室 教室
教科 国語 道徳 生活 生活
内容 秋がいっぱい あたたかい心 町には発見がいっぱい 町には発見がいっぱい

場所 教室 教室 教室 教室
教科 国語 国語 外国語 社会
内容 書写「漢字の筆使いをたしかめよう」 書写「漢字の筆使いをたしかめよう」 This is for you. わたしたちのくらしと農家

場所 教室 教室 教室 教室
教科 国語 音楽 体育 学級活動
内容 すがたをかえる大豆 音を合わせて楽しもう スローイングゲーム 僕の座席はどこ
場所 教室 音楽 校庭 教室
教科 音楽 外国語 国語 学級活動
内容 音を合わせて楽しもう This is for you. 修飾語 グループワークトレーニング

場所 音楽室 教室 教室 教室
教科 道徳 国語 国語
内容 大切な命 書写「漢字の組み立てを考えて書こう」 書写「漢字の組み立てを考えて書こう」

場所 教室 教室 教室
教科 ほうしの気持ち 国語 総合
内容 私たちの東京都と日本 アップとルーズで伝える だれもが住みやすいまちに

場所 教室 教室 教室
教科 国語 総合 社会
内容 秋の風景 だれもが住みやすいまちに 私たちの東京都と日本

場所 教室 教室 教室
教科 社会 国語 総合
内容 私たちの東京都と日本 慣用句 だれもが住みやすいまちに

場所 教室 教室 教室
教科 理科

内容 電流がうみ出す力

場所 教室

教科 社会

内容 食糧生産を支える人々

場所 教室

教科 外国語

内容 What time do you get up?

場所 教室

教科 社会 図工 総合

内容 近代国家に向けて 一つにつなげて 租税教室

場所 教室 図工室 教室

教科 国語 総合 図工

内容 鳥獣戯画を読む 租税教室 一つにつなげて

場所 教室 教室 図工室

教科 総合 国語 道徳

内容 租税教室 鳥獣戯画を読む ロレンゾの友達

場所 教室 教室 教室
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（体育館）

総合的な学習の時間
米作り「脱穀をしよう」



 

日 曜 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 金

2 土
土曜公開日、食育授業(1年)、租税教室(6年)
セーフティ教室(5・6年)、きらり保護者学習会、難言教室紹介

3 日 文化の日、フォーリスカップ

4 月 振替休日

5 火 教育実習始、放課後算数教室

6 水
Ｂ時程(5時間授業)、体育朝会（住吉ロープチャレンジ）、BDT
歯科検診、吃音グループ活動

7 木 委員会 13:10

8 金 『ブラインドサッカー体験』（4年１・2組）

9 土

10 日

11 月 全校朝会

12 火
『ブラインドサッカー体験』（４年３・４組）
『あすチャレ』(５年）、避難訓練（清掃中）、放課後算数教室

13 水
Ｂ時程(4時間授業)、体育朝会(中休みに本番)
住吉保育所交流(5年2組)

14 木 「花を育てよう事業」(1・2年 ）、クラブ 13:10

15 金 4年社会科見学、住吉保育所交流(5年3組) 15:20 15:45

16 土

17 日

18 月 Ｂ時程(5時間授業)、全校朝会

19 火 住吉保育所交流(5年1組)、放課後算数教室

20 水
Ｂ時程(4時間授業)、集会
研究授業のため4年1組のみ１４：２０下校

21 木 13:10 14:30

22 金
Ｂ時程(5時間授業)、教育実習終
展覧会会場設営（６校時６年）

14:55

23 土 勤労感謝の日

24 日

25 月 全校朝会、住吉保育所交流(5年2組)

26 火

27 水
Ｂ時程(5時間授業)、集会(縦割り)
住吉保育所交流(5年3組)

28 木 Ｂ時程(5時間授業)、前日準備

29 金 展覧会(児童鑑賞・午後保護者鑑賞)

30 土 土曜授業日、午前授業、展覧会(保護者鑑賞)
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住吉小学校 児童下校時刻予定（１1月）

行事予定及び児童下校時刻予定（１１月）　※上学年は〔４・５・６年〕、下学年は〔１・２・３年〕

下　校　時　刻　予　定
行　　事　　予　　定

　日頃より本校の教育活動にご理解ご協力ありがとうございます。来月の予定についてお知らせいたしま
すので、よろしくお願いいたします。
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