
理念…地域は子育て環境を創造するフィールドとして、

　　　学校・家庭・地域が役割を明確にして「協」働

　　　して、子どもたちの生きる力を「育」みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　地域協育ネットの重点事業として、子どもたちの登下校時

　　　　　　　　　　　　　　　に合わせた「あいさつ運動」を実施することとしました。

　特に、登校時においては、学校、PTA並びに地域団体等の皆様のご協力により、交通指導が

実施されておりますが、下校時は学年や部活動によって下校時刻が異なることから、鴻南中学

校区内の小中学校の下校時刻（右図）をお知らせする『あいさつ＆見守りカレンダー』を作成

し、全戸配布する取り組みを新たに始めます。犬の散歩やウォーキング、買い物などを登下校の時間帯

に合わせて子どもたちと出会う機会を増やし、あいさつを交わすなど見守りを兼ねた「あいさつ運動」

へのご協力をよろしくお願いいたします。

　併せて、このカレンダーには、３つの学校と地域の情報をまとめていますので、ご覧ください。

【平成２６年１月～３月版】

学校と家庭と地域をつなぐ

((((注注注注））））各校各校各校各校のののの下校時刻下校時刻下校時刻下校時刻はははは、、、、学校行事等学校行事等学校行事等学校行事等によりによりによりにより

　　 　　 　　 　　 変更変更変更変更になることがありますになることがありますになることがありますになることがあります。。。。

あいさつ運動

【鴻南中学校区地域協育ネットの推進体制】　吉敷地区、大歳地区の子どもたち

の幼児期から中学校卒業程度までの

育ちや学びを地域ぐるみで共有し、

学校や地域でのそれぞれの取り組み

を生かしながら、鴻南中学校区の地

域全体で連携・協働して子どもを育

むことを目的として、今年度「鴻南

中学校区地域協育ネット」を設立し

ました。

　地域全体が子どもたちに関心を持

ち、地域全体で子どもたちを見守り

ながら、安心･安全な暮らしができる

地域づくりの実現のため、ご協力を

お願いします。

　発行：鴻南中学校区地域協育ネット推進本部

 　問い合わせ先・・・吉敷地域交流センター　922-3915　大歳地域交流センター　922-4035



鴻南中学校区地域協育ネット　あいさつ＆見守りカレンダー

1月
平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年（（（（2014201420142014年年年年））））

日 月 火 水 木 金 土

１  元日  ２  ３  ４ 

 ５  ６ 

公務始め

[鴻]習熟度テスト(3年)

 ７  ８ 

[良・大・鴻]始業式

[良・大・鴻]給食開始

９  10  11 

［大歳］どんど焼き

 12 13  成人の日

［吉敷］どんど焼き

 14 

[大]クラブ活動、クラ

ブ見学（４年生）

 15 

[良]開校記念日(141周

年)

[大]ベルマークの日、

下校指導(高学年）

[鴻]全校集会

 16 

[良]ベルマークの日

 17 

[大]６年租税教室

 18 

[良]学校林へ行こう

 19 

山口市駅伝競走大会

 20  21  22  23 

[良]ベルマークの日

 24  25 

 26  27 

[鴻]保護者会（３年）

 28 

[鴻]保護者会（３年）

 29  30 

[良]ベルマークの日

 31 

[良]鴻南中学校入学説

明会、授業参観日★

★…地域の方が参加できる学校行事 ※行事の予定は、変更になることもあります。

[良]…良城小学校、[大]…大歳小学校、[鴻]…鴻南中学校、[吉敷]…吉敷行事、[大歳]…大歳行事

　　　　 　　良城小学校　吉敷佐畑3-3-3　電話922-0003

　　　　　　　　児童数910人　学級数31学級

　　　　　　　　【学校教育目標】　子どもが輝く学校

　　　　　　　大歳小学校　矢原1486　電話922-2466

　　　　　　　　　児童数741人　学級数27学級

　　　　　　　　  【学校教育目標】　命を愛し、人間性の基礎・基本を身につけた大歳っ子を育てる

[鴻]毎週火曜日

　挨拶運動(校門前)

　　7:45～8:00

（児童数、学級数は平成２５年５月１日時点のものです） （児童数、学級数は平成２５年５月１日時点のものです）



鴻南中学校区地域協育ネット　あいさつ＆見守りカレンダー

2月
平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年（（（（2014201420142014年年年年））））

日 月 火 水 木 金 土

 １ 

 ２  ３ 

[良]クラブ活動

[大]仮入学

 ４  ５ 

[鴻]公立高校推薦入試

 ６ 

[良]ベルマークの日

[大]中学校進学説

明会、地域参観日★

[鴻]教育モニター会議

 ７  ８ 

[吉敷]吉敷地区人権学

習推進大会

 ９ 10

[良・大・鴻]鴻南地区

連絡協議会学校部会

（会場：大歳小学校）

11  建国記念の日  12 

[大]集団下校（見守り

隊顔合わせ）

[鴻]自由参観日★

13

[良]ベルマークの日

[鴻]キャリア講座：働

く人に学ぶ会（１年

生）、自由参観日★

 14 

[良]仮入学

 15 

 16  17 

[良]クラブ活動

[大]ベルマークの日、

クラブ活動

 18  19  20

[良]ベルマークの日

[鴻]テスト週間、下校

指導

21

[良]授業参観日★、学

級懇談会

[鴻]テスト週間、下校

指導

 22 

 23  24 

[鴻]テスト週間、下校

指導

[良]クラブ活動

 25 

[鴻]テスト週間、下校

指導

 26 

[大]下校指導（中学

年）

[鴻]テスト週間、下校

指導

 27 

[良]ベルマークの日

[鴻]学年末テスト、下

校指導

 28 

[大]６年生を送る会

[鴻]学年末テスト、少

年リーダーズ活動

★…地域の方が参加できる学校行事 ※行事の予定は、変更になることもあります。

[良]…良城小学校、[大]…大歳小学校、[鴻]…鴻南中学校、[吉敷]…吉敷行事、[大歳]…大歳行事

　　　　　　鴻南中学校　維新公園4-7-1　電話922-2475

　　　　　　　　生徒数799人　学級数28学級

　　　　　　　 【学校教育目標】学び合い高め合う生徒を育む鴻南中学校

　　　　  吉敷地区地域づくり協議会

　　　　　　　吉敷佐畑1-4-1

　　　　　　　電話922-3344

　　　　　　　大歳自治振興会

　　　　　　　　　矢原1407-5

　　　　　　　　　電話920-1700

[鴻]毎週火曜日

　挨拶運動(校門前)

　　7:45～8:00

（生徒数、学級数は平成２５年５月１日時点のものです）

ご協力いただける方や店舗など、随時募集しています!!

※詳しくは、お近くの地域交流センターまでお問い合わせください。



鴻南中学校区地域協育ネット　あいさつ＆見守りカレンダー

3月
平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年（（（（2014201420142014年年年年））））

日 月 火 水 木 金 土

 １ 

 ２  ３  ４ 

[大]保護者会

 ５  ６ 

[良]ベルマークの日

[鴻]公立高校入試

 ７  ８ 

[鴻]卒業証書授与式

 ９  10 

[鴻]振替休日

 11  12 

[大]下校指導（低学

年）

 13 

[良]ベルマークの日

[鴻]クラスマッチ

 14 

[鴻]公立高校合格発

表、クラスマッチ

 15 

 16 17

[良]６年生給食終了

[大]ベルマークの日

 18 

[良]お別れ式

[大]６年生給食終了

 19 

[良]卒業証書授与式

[大]お別れ式

 20 

[良]ベルマークの日

[大]卒業証書授与式

21  春分の日  22 

 23  24 

[良]給食終了、地区児

童会

[大]給食終了

[鴻]仮入学

 25 

[鴻]保護者会（1、2

年）

 26 

[良・大・鴻]修了式

 27  28  29 

 30  31 

[良・大・鴻]離任式

★…地域の方が参加できる学校行事 ※行事の予定は、変更になることもあります。

[良]…良城小学校、[大]…大歳小学校、[鴻]…鴻南中学校、[吉敷]…吉敷行事、[大歳]…大歳行事

　　　　　　　　　　鴻南中学校区地域協育ネットでは、吉敷地区、大歳地区の地域交流センター

　　　　　　　　　  窓口でベルマークの回収をしています。集まったベルマークは、鴻南中学校、

良城小学校、大歳小学校にお渡しし、皆様のお気持ちが子どもたちに届くようにします。ご協力

をどうぞよろしくお願いします。

[鴻]毎週火曜日

　挨拶運動(校門前)

　　7:45～8:00

鴻南中学校の挨拶運動


