
水 木 金 土 日

3 4 5 6 7
(4校)着任式・始業
式・入学式

さくら祭り(山田富
士公園)

さくら祭り

10 11 12 13 14
(中学＊)グリーンサ
ポーター

(小)給食開始
(山小)(高)(北
小)(4,5/個)授業参
観・懇談会

(山小)避難訓練
(北小)(６/低)授業参
観・懇談会

17 18 19 20 21
(中学)授業参観・学
校説明会・修学旅行
説明会

(中学３/小6)全国学力
調査
(山小)(1)授業参観
(東小)(2,3)授業参観
(低)懇談会

24 25 26 27 28
(４校)幼保小中合同
引き取り訓練

中学校完全下校
６時

毎年4月8日の桜祭りには甘酒が振る舞われた。

子どもたちはこの日を楽しみにしていた。
平成31年(2019)

8 9
(中学)離任式

月 火

1 2

22 23

15 16
(山小)(2,3/個)授業
参観・(低/個)懇談会

(東小)(高/個)授業参
観・懇談会

29 30   進級・進学おめでとうございます。
新しい生活が始まり、楽しいことも、少し緊張することもあるでしょうが
ゆっくり慣れていきましょう。大人も地域の活動やPTAに参加して子ども
たちと一緒に世界を広げてみませんか？

(中学)東山田中学校 (山小)山田小学校 (北小)北山田小学校 (東小)東山田小学校 (４校)中学校・小学校３校 (小)小学校３校 (低)低学年 (高)高学年
(東連)東山田連合町内会 (北町)北山田町内会 (南町)南山田町内会 (ＣＨ)コミュニティハウス　　 Jクラブ　   やまたろうクラブ

昭和の日 国民の休



水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12
(中学＊)グリーンサ
ポーター

15 16 17 18 19
(東連)1丁目グラン
ドゴルフ大会

(山小)全校遠足
(東小)(1/個)授業参
観

(東連)第６町会カ
フェだいろく

(中学)(3)修学旅行①
(東連)３丁目グランドゴル
フ大会・ゆうやけ公園清
掃・第６町会美化活動(花
植え)・ＣＦふれあいバ
ザー

22 23 24 25 26
(中学)(3)代休 (北小)ふれあいの会

総会
(山小)(4)社会科見学
(北小)(5)宿泊体験説明
会
 (東小)PTA総会・学校
説明会

(CH)コミュニティ
フェスタ2019◎

(北小)(4)宿泊体験①
(東連)４丁目さわや
か茶話会

27 29 30 31
(山小)避難訓練

中学校完全下校
６時

月 火

令和元年(2019)

6 7
(中学)PTA総会・部
活説明会
(東連)1丁目防犯講話
会

お散歩に出てみませんか？
地域の公園をつないでいる遊歩道
(ふじやとのみち)には干支の名前を
入れた石が置いてあります。十二支
全部見つけると、3kmくらいのコー
スです。

20 21
(中学)(3)修学旅行②
(山小)スマイルフォー
ラム・PTA総会
(北小）避難訓練

(中学)(3)修学旅行③
(1)遠足
(東小)(6)社会科見学

13 14
(山小)(6)修学旅行説
明会

28
(北小)(4)宿泊体験② (北小)(4)代休 (東小)(５)宿泊説明

会

◎生徒がボランティア協力できる地域行事　☆地域の方が参加できる学校行事 (中学＊)東山田中学校・学校支援ボランティア
　　やまたろう本部　①…１日目　②…２日目　③…３日目

憲法記念日 みどりの こどもの

振替休日

カレンダー上部の絵と文は、この地域のあゆみとともに生きてこられた男全冨雄さん(昭和3年生まれ）の著
書『望郷』より抜粋させていただきました。ニュータウン開発で失われた故郷の風景が男全さんご自身の絵
と文でつづられています。本は東山田中・北山田小コミュニティハウスで閲覧できます。

即位の日 国民の休



水 木 金 土 日

1 2
(東連)第６町会防犯
講話会

5 6 7 8 9
(山小)(6)修学旅行①
(東小)(6)修学旅行説
明会

(山小)(6)修学旅行② (北小)土曜参観・学校
説明会
(東小)オープンデー
(北町)関係団体情報交
換会

(中学)開校記念日
(東連)第６町会ク
リーン東山田

12 13 14 15 16
(中学)第1回定期試験③
(東小)(4)社会科見学
(中学＊)グリーンサ
ポーター

(山小)(５)宿泊体験
説明会
(北小)(5)宿泊体験①

(北小)(5)宿泊体験② (CH)土曜クラブ (東連)３丁目/第5町
会クリーン東山田・
第６町会グランドゴ
ルフ大会

19 20 21 22 23
(山小)(４)宿泊体験
説明会

(東小)(5)宿泊体験① (中学)体育祭
(東小)(5)宿泊体験②

(東連)グランドゴル
フ大会（予備日30
日）

26 27 28 29 30

中学校完全下校
６時

田植えが済むと、今度は雑草の抜き取り作業。
アブ避けの笹だけを腰に差し、一番草、二番草、三番草と三回行う。

月 火

(北小)全校遠足

学校支援ボランティアをしてみませんか？
社会科見学の付き添い、授業サポートなど小学校、中学校で活動しています。あなたの小
さな1歩が街の子どもの育ちを支えます。

令和元年(2019)

10 11

3 4

24 25

(中学)第1回定期試験①
(北小/東小)代休

(中学)第1回定期試験
②

17 18

(中学)東山田中学校 (山小)山田小学校 (北小)北山田小学校 (東小)東山田小学校 (４校)中学校・小学校３校 (小)小学校３校 (低)低学年 (高)高学年
(東連)東山田連合町内会 (北町)北山田町内会 (南町)南山田町内会 (ＣＨ)コミュニティハウス　　 Jクラブ　   やまたろうクラブ

(中学)代休
(東小)(5)代休

(北小)(6)修学旅行説
明会

(東小)(6)修学旅行①

開港記念日



水 木 金 土 日

3 4 5 6 7
(山小/北小)避難訓練 (北小/東小)不審者対

応訓練
(東連)１丁目クリー
ン東山田・七夕祭り

10 11 12 13 14
(山小)(5)宿泊体験②
(東小)(4)宿泊体験②
(中学＊)グリーンサ
ポーター

(CH)土曜クラブ (東連)４丁目クリー
ン東山田

17 18 19 20 21
(山小)(4)宿泊体験②
(北小)(6)代休

(中学)１学期終業式
(小)給食・授業終了

(4校)夏季休業
(南町)横浜市無形文
化財虫送り

(東連)３丁目ゆうや
け公園清掃・第６町
会美化活動(草取り)

24 25 26 27 28
(東連)第5町会そう
めん流し

31

中学校完全下校
６時

令和元年(2019)

「1から120まで声に出して何秒で言えますか？」
各世代平均：小学校低学年 80秒、高学年 50秒、中学生 35秒、高校生 30秒、大学生 25
秒、30代 35秒、40代 40秒、50代 45秒、60代 50秒、70代 80秒

8 9
(山小)(5)宿泊体験①
(東小)(4)宿泊体験①

月 火

1 2
(東小)(6)修学旅行② (東小)(6)代休

(4校)学家地連総会

22 23

15 16
(北小)(6)修学旅行① (山小)(4)宿泊体験①

(北小)(6)修学旅行②

29 30
(小)区水泳大会

虫送り　松明を手に町中を練り歩き、子どもたちの災いを
払う伝統行事。元来は稲の害虫を町の外に追い払うとされ
ていました。なつみかん公園に集められた松明が燃え盛る
景色は圧巻です。お囃子や踊りで子どもたちが健やかに育
つことを祈ります。(横浜市指定無形民俗文化財）

◎生徒がボランティア協力できる地域行事　☆地域の方が参加できる学校行事 (中学＊)東山田中学校・学校支援ボランティア
　　やまたろう本部　①…１日目　②…２日目　③…３日目

海の日



水 木 金 土 日

1 2 3 4
(東連/南町)納涼盆踊
り◎

(小)16日まで閉庁日
(東連/北町/南町)納
涼盆踊り◎

(北町)納涼盆踊り◎

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18
(東連)３丁目ゆうや
け公園清掃

21 22 23 24 25
(小)市水泳大会

28 29 30 31

中学校完全下校
６時

昭和19年頃、ガソリンもなくなり、松の根から油をとった。

令和元年(2019)

盆踊り
東山田連合町内会(会場山田小)北山田町内会(山田富士）南山田
町内会(ぼうけん公園)でそれぞれ盆踊りが開催されます。中学生
もボランティアで活躍しています。

5 6

月 火

19 20

12 13

26 27

(中学)東山田中学校 (山小)山田小学校 (北小)北山田小学校 (東小)東山田小学校 (４校)中学校・小学校３校 (小)小学校３校 (低)低学年 (高)高学年
(東連)東山田連合町内会 (北町)北山田町内会 (南町)南山田町内会 (ＣＨ)コミュニティハウス　　 Jクラブ　   やまたろうクラブ

(中学)２学期始業式
(小)授業開始

(中学)総合防災訓練 (山小)給食開始 (4校)地域学校合同
研修会
(小)総合防災訓練
(北小)給食開始

山の日

振替休日



水 木 金 土 日

1
(東連)第6町会防災
講話会

4 5 6 7 8
(山小)授業参観・懇
談会

(CH)土曜クラブ
(東連)1丁目交通講
話会

(東町)4丁目グラン
ドゴルフ大会・第５
町会敬老会

11 12 13 14 15
(中学)第2回定期試験②
(中学＊)グリーンサ
ポーター

(北小)(1,3,5/個)懇
談会

(北小)(2,４,6)懇談
会(東小)(低/個)授業
参観・懇談会

(東連)３丁目ゆうや
け公園清掃・敬老会

18 19 20 21 22
(中学)授業参観・東
Ｐフェスタ

(東連)第5町会グラ
ンドゴルフ大会

25 26 27 28 29

中学校完全下校
５時３０分

「読めますか？　10問漢字道場(^-^)」
1.浴衣　2.百舌　3.河豚　4.猪口　5.連絡網　6.押印　7.月極　8.凡例　9.代替　10.学舎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答えは11月

令和元年(2019)

月 火

(東小)給食開始

9 10

2 3

地域のやまたろうな人々
「学援隊」「見守り隊」「わんわんパトロール」の方々が子どもたちの安全を見守ってく
ださっています。“こんにちは！”の一言と笑顔で感謝の気持ちが伝わります。

(東連)１,4丁目敬老
会

23 24

(中学)第2回定期試験
①
(東小)(高)授業参観・
懇談会

16 17

30

◎生徒がボランティア協力できる地域行事　☆地域の方が参加できる学校行事 (中学＊)東山田中学校・学校支援ボランティア
　　やまたろう本部　①…１日目　②…２日目　③…３日目

(CH)お月見JAZZラ
イブ

(東連)4丁目からだ
を動かそうみんなで
(北町)敬老会

秋分の日

敬老の日



水 木 金 土 日

2 3 4 5 6
(中学)(個)合同体育
祭
(中学＊)グリーンサ
ポーター

(北小)創立記念式

9 10 11 12 13
(小)前期終業式 (CH)土曜クラブ (東連)親子運動会

（予備日14日）

16 17 18 19 20
(中学)東龍祭 (中学)東龍祭・合唱

コンクール
(小)運動会 (東連)３丁目ゆうや

け公園清掃・4丁目
ハロウィンパレー
ド・第６町会美化活
動(草取り)

23 24 25 26 27
(北町)大運動会・防
災訓練
北山田地区センター
まつり

北山田地区センター
まつり

30 31

中学校完全下校
５時３０分

家人に気づかれずにぼた餅を取るのも子どもたちの遊びだ。

令和元年(2019)

7 8

月 火

1

14 15
(小)後期始業式

21 22
(4校)代休

28 29

(中学)東山田中学校 (山小)山田小学校 (北小)北山田小学校 (東小)東山田小学校 (４校)中学校・小学校３校 (小)小学校３校 (低)低学年 (高)高学年
(東連)東山田連合町内会 (北町)北山田町内会 (南町)南山田町内会 (ＣＨ)コミュニティハウス　　 Jクラブ　   やまたろうクラブ

(山小)避難訓練

スポーツの秋です
各学校や町内会でも運動会が開催
されます。青空のもと、スポーツ
に親しみ、体を動かすと気持ちが
いいですね。イベント案内をお見
逃しなく。

体育の日

即位礼正殿の儀



水 木 金 土 日

1 2 3
(北小)避難訓練 区民まつり

(東連)第5町会ク
リーン東山田

6 7 8 9 10
(中学)(2)職場体験①
(小)(6)市体育大会

(中学)(3)市学力調
査・(2)職場体験②
(山小)避難訓練
(北小)就学時健診

(中学)(2)職場体験
③・(1)プロに学ぶ

(北小)ふれあいまつり
☆
(東小)こどもまつり☆

(東連)１,4丁目ク
リーン東山田・第5
町会芋煮会
(北CH)コミュニティ
フェスタ

13 14 15 16 17
(中学＊)グリーンサ
ポーター

(中学)第3回定期試
験①

(山小)授業参観・こ
どもランドイン山田
☆

(東連)1丁目グラン
ドゴルフ大会・３丁
目ゆうやけ公園清
掃・第６町会美化活
動(花植え)

20 21 22 23 24
(中学)(個)宿泊体験
①

(中学)(個)宿泊体験
②

(山小)代休
(東小)創立記念日

つづきウォーク＆
フェスタ
(東連)3丁目お茶飲
み会

27 28 29 30

中学校完全下校
５時

「箱にりんごを入れましょう」
箱の中にりんごを入れたいのですが、箱は締まっています。
図に棒を一本書き加えて、箱を開けてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答えは１月令和元年(2019)

キャリア教育本番
中学のキャリア教育は地域の方や事業所の協力を得て行われています。
1年生は多彩な職種の方の仕事や生きがいを学び、2年生は３日間の職場
体験、3年では地域の方による模擬面接をします。様々な大人との出会
いが、生徒の「あこがれ」につながり10 年後の社会人を育みます。
＊H25年度文部科学省大臣賞受賞

月 火

11 12
(北小・東小)代休

4 5

(東町)１丁目いどば
た会

18 19
(中学)第3回定期試
験②

(中学)(3)第3回定期試
験③
(山小)就学時健診
(北小)授業参観
(東小)創立記念式

(CH)土曜クラブ

◎生徒がボランティア協力できる地域行事　☆地域の方が参加できる学校行事 (中学＊)東山田中学校・学校支援ボランティア
　　やまたろう本部　①…１日目　②…２日目　③…３日目

9月の答え：
1.ゆかた　2.もず　3.
ふぐ　4.ちょこ　5.れ
んらくもう　6.おうい
ん　7.つきぎめ　8.は
んれい　9.だいたい、
だいがえ　10.まなび
や

25 26

文化の日

勤労感謝の日

振替休日



水 木 金 土 日

1
(東連)山田小学校防
災拠点訓練

3 4 5 6 7 8
(小)(5)区球技大会

10 11 12 13 14 15
(中学＊)グリーンサ
ポーター

(CH)土曜クラブ (東連)1丁目餅つき大会
＆わくわく広場・3丁
目/第6町会クリーン東
山田・第5町会餅つき
大会

17 18 19 20 21 22
(中学)(3)模擬面接

24 25 26 27 28 29

30 31

中学校完全下校
５時

令和元年(2019)
重代、今の北山田交差点あたりの地名だが、そこに共同出荷場があった。

2
(山小)避難訓練

月 火

火の用心！
毎年12月20日から翌年の1月4日までの16日間、全国的に「年末年始特別警備」に入りま
す。この地域でも期間中、消防団の方々が消防自動車による巡回警備を実施しています。
空気が乾燥する季節です。家庭でも火の元を今一度確認しましょう。

16

23

9
(北小)火災総合訓練

(中学)東山田中学校 (山小)山田小学校 (北小)北山田小学校 (東小)東山田小学校 (４校)中学校・小学校３校 (小)小学校３校 (低)低学年 (高)高学年
(東連)東山田連合町内会 (北町)北山田町内会 (南町)南山田町内会 (ＣＨ)コミュニティハウス　　 Jクラブ　   やまたろうクラブ

(中学)２学期終業式
(小)授業終了
(東小)給食終了

(4校)冬季休業 消防団年末年始特別
警戒激励会

(山小/北小)給食終了



水 木 金 土 日

1 2 3 4 5
(南町)新春獅子舞

7 8 9 10 11 12
(小)給食開始
(山小)避難訓練

(北町)どんど焼き (東連)３丁目どんど
焼き

14 15 16 17 18 19
(東小)かがやけ東
小っ子スタジアム
(南町)小学校拠点防
災訓練
(CH)土曜クラブ

(東連)３丁目ゆうや
け公園清掃

21 22 23 24 25 26
(青指)凧作り講習会

28 29 30 31

中学校完全下校
５時

「おもしろ体力測定」
目をつむってその場で足踏みしてみましょう！ひざは大きく上げて、腕振りも元気よく！50歩
でどれだけ動いてしまいましたか？　目印をつけてやってみましょう。令和2年(2020)

6

(東小)代休

月 火
防災訓練
町内会の防災訓練が催されます。先
の震災で訓練の大切さを思い知らさ
れました。非常時の備えや待ち合わ
せ場所など、再確認しておきましょ
う

(中学)３学期始業式
(小)授業開始

(東連)第7町会のち
め不動尊どんど焼き

20

13

◎生徒がボランティア協力できる地域行事　☆地域の方が参加できる学校行事 (中学＊)東山田中学校・学校支援ボランティア
　　やまたろう本部　(青指)青少年指導員　①…１日目　②…２日目　③…３日目

(山小)開校記念日・
開校記念式

27
(中学)(3)第４回定期
試験
(山小/東小)新入生保
護者説明会

元日

成人の日

11月の答え：



水 木 金 土 日

1 2

4 5 6 7 8 9
(小)市学力調査① (中学)新入生保護者

説明会
(小)市学力調査②

(CH)土曜クラブ
     (10/12振替)
(青指)凧揚げ大会

(東連)4丁目グラン
ドゴルフ大会

11 12 13 14 15 16
(中学＊)グリーンサ
ポーター

(中学)(2)校外学習 (CH)土曜クラブ (東連)３丁目ゆうや
け公園清掃

18 19 20 21 22 23
(中学)(1,2)市学力調
査
(山小)(1～5/個)授
業参観・懇談会

26 27 28 29

中学校完全下校
５時３０分

3

月 火

富士山ビューポイント
山田富士は富士信仰に基づき富士山の山容を模して築かれた富士塚で、富士山同様美しい裾野が広
がっています。この地域では山田富士に登ればもちろん、いろいろな場所から富士山を望むことがで
きます。各学校から、または通学路からも見えます。山田富士と富士山が重なって見えるパワース
ポット(!?）もあるとか。あなたのお気に入りの富士山ビューポイントはどこですか？

中原街道の東山田に、のちめ通りと呼ばれた商店街が戦前まであった.

令和2年(2020)

17

(山小)見守り隊に感
謝する会
(北小)新入生保護者
説明会

10

(北小)避難訓練

24 25
(4校)学家地連総会

(中学)東山田中学校 (山小)山田小学校 (北小)北山田小学校 (東小)東山田小学校 (４校)中学校・小学校３校 (小)小学校３校 (低)低学年 (高)高学年
(東連)東山田連合町内会 (北町)北山田町内会 (南町)南山田町内会 (ＣＨ)コミュニティハウス　　Jクラブ　 やまたろうクラブ　(青指)青少年指導員

(中学)（１,２）第4
回定期試験①
(東連)第５町会通常
総会

(中学)(１,２)第4回
定期試験②

(中学)(１,２)第4回
定期試験③
(山小)(6)授業参観・
懇談会

建国記念の

振替休日

天皇誕生日



水 木 金 土 日

1
(東連)１丁目味噌作り

3 4 5 6 7 8
(山小)避難訓練 (東小)(低)懇談会・

学校説明会
(CH)土曜クラブ

10 11 12 13 14 15
(中学＊)グリーンサ
ポーター

(東連)３丁目ゆうや
け公園清掃

17 18 19 20 21 22
(北小)給食終了 (小)卒業証書授与式

24 25 26 27 28 29

中学校完全下校
５時３０分

「計算してみましょう！」
簡単な計算をなるべく早くしている時の方が脳は活性化します。タイムアップを目標にチャレンジ！
2＋6＝？　4＋3＝？　5＋4＝？　8＋2＝？　3＋8＝？　6＋5＝？
7＋8＝？　6＋3＝？　9＋5＝？

月 火

もうすぐ春ですね
まだまだ寒い３月。でも自然はしっかり春を感じています。3月5日は「啓蟄」。冬眠して
いた虫も目覚めて地上に這い出してくる時期という意味だそうです。私たちも「学年末」
「卒業」などを経て、新しい出会いの春へ歩きだします。

◎生徒がボランティア協力できる地域行事　☆地域の方が参加できる学校行事 (中学＊)東山田中学校・学校支援ボランティア
　　やまたろう本部　①…１日目　②…２日目　③…３日目

16

23

30 31

(山小/東小)給食終了

令和2年(2020)

9
(中学)卒業証書授与
式(予定)
(北小)卒業を祝う
会・(6)懇談会

2

(4校)修了式
(小)離任式

(4校)学年末休業

(山小)6年生を送る会
(北小)授業参観・学校説
明会・(1～5)懇談会
(東小)(高/個)懇談会・
学校説明会

春分の日



やまたろうクラブにいってみよう！

～やまたろうクラブとは？～
家庭学習の延長として楽しく学ぶ場を提供
し、復習を中心に「わかる」ことをめざし
進めていきます。
例えば…くり上がり、くり下がりが苦手な
子ども、九九が得意になりたい子どもたち
に、研修を受けた大学生や地域のボラン
ティアが一人ひとりに合わせて丁寧にやさ
しく教えます。

放課後の学びの場

～Jクラブがスタートしました～
放課後の「学びの時間と場」を提供、学習
のサポートを行い「分かること、学ぶこと
の楽しさ」へ導きます。学習習慣が身に付
きます。
授業で習ったことを「自学自習」でしっか
り考え、分からないところはサポートして
もらうことで基礎学力がより確かなものに
なります。

令和2年(2020)

詳しい日程はカレンダー内の をチェックしてください。

「やまたろうねっと」http://www.yamataro.net にも掲載されています。

お問い合わせ：やまたろう本部 TEL:(045)591-7240
Email:higashiyamata-p@tsuzuki-koryu.org

第2・4土曜日 10:00～11:30

場所：コミュニティハウス

対象：山田小、北山田小、東山田小の児童

毎週金曜日 18:00～20:00

場所：コミュニティハウス

対象：東山田中学校の生徒

認知症予防や幼児教育の分野で近年注目を浴びている脳トレ。

考えることで脳に刺激を与え、脳の働きを活性化させる効果が

期待されています。継続が力になる脳トレ、毎日取り組んでみ

てはいかがでしょう。

カレンダー内に初めてでも取り組みやすい初級者問題をいくつ

か紹介しました。家族で楽しんでみてください！

毎日脳トレはじめてみませんか

① ② ④③

①終始一貫

②誠心誠意

③以心伝心

④質実剛健答え

「まちがいさがし」7つあります

「ばらばら漢字」四字熟語です

水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12
15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30

月 火

13 14
6 7

20 21

27 28


