令和４ 年２ 月１ 日
新入学児童 保護者の皆様
海田町立海田南小学校 長
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梅のつ ぼみ がふ くら む季節 とな りま した 。保護 者の皆 様に おか れま しては 益々 ご清 祥の こ
とと存 じま す。 ４月 にはお 子様 が本 校に ご入 学 される こと とな り， お喜び はい かば かり かと
存じま す。
さて ，令 和４ 年度 の入学 式を 次の 通り 行い ま す。新 １年 生の お子 様と御 一緒 に御 出席 くだ
さいま すよ う御 案内申 し上 げま す。
１

日

時

令和 ４年 ４月 ８日 （金 ） 受 付
入 学式

１３ ：１ ５～１ ３： ４５
１４ ：０ ０～１ ４： ３０

写 真撮影 １４ ：３ ０～１ ５： ００
※児童 のみ 教室 で撮影 しま す
２

場

所

３

そ の他

海田 町立 海田 南小 学校

体育 館

１３時４５分までに体育館にて，受付を済ませてください。
○上履 きと 土足 を入れ る袋 をご 持参 くだ さい。（保護 者の 方は スリッ パ，お子 様は小 学校 の
白上靴 をご 持参 くださ い。）
○ランドセルは必要ありません。教科書などを持ち 帰るための大きめの袋を御持参ください。
○ロッ カー 箱を 御持 参くだ さい 。受 付を すまさ れたら お子 様の 教室 に移動 し， 児童 のロ ッ
カーに 置い てく ださい 。職 員が 御案 内し ます。
〇算数 セッ ト・ お道 具箱を 持参 され ても 構いま せん。 当日 ，持 参さ れない 場合 は， 担任 か
ら御案 内い たし ます。

○当 日， 出席 でき ない 場合 は， 午前 10 時ま でに 必ず 電話 で御 連絡 くだ さい 。
（ 海 田南 小学 校

８ ２２ － ６７ ７６ ）
感染 症対 策に 御協 力く ださ い

① 発熱 など 風邪 のよ うな 症状 があ る方 は 参加 を ご遠 慮く ださ い。
② 式場 内へ の入 場は 各家庭 2 名ま でと い たし ま す。未 就学 児で ，お 留守 番が 難し い子
がい る場 合は ，2 名 に加 えて 参加 可能 です 。
③ マス ク着 用の 徹底 ，ア ルコ ール 消毒 ， こま め な換 気に ご協 力く ださ い。
④ 式後 の各 教室 での 参観 はあ りま せん 。
新型コロナウイルス感染症の状況は日々変化しておりますので，対応が変わる可能
性が あり ます 。ホ ーム ペー ジで お知 ら せし ま すの で， ご確 認く ださ い 。

