
各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 
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 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 



各役員の皆様 

西原小学校第２学期下校防犯パトロールの取り組みについて 

令和元年９月～１２月まで、西原小学校低学年生の下校時に合わせて、正門前防犯パト

ロールを下記のとおり取り組みますので、各役員の皆様にご協力をお願いします。 

 

記 

 

 実施日 集合時間 担当役員 

 ９月１３日(金) １４時３０分～１５時２０分まで 阿津澤・西塚・小澤・小林 

 １０月 ２日(水) １４時３０分～１５時２０分まで 橋本・堀本・榎本 

 １１月１１日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 坂本・三本 

 １２月 ９日(月) １４時３０分～１５時２０分まで 根本・金子・平島・飯田 

上記日程表は、通常日課 

 

〇 朝の登校時間 ７時４５分～８時１５分まで（ＰＴＡ及び職員対応） 

〇 低学年下校時刻 

 通常日課       ：１４時３０分～ 

 通常時５時間授業の学年：月曜日１～６年、火曜日１年、水曜日１～３年、 

 木曜日１～３年、金曜日１～２年 

 特別日課   給食あり：１４時００分～ 

 給食なし：１１時５０分～ 

 

 

なお、防犯パトロールについて連絡事項がありましたら、西原小学校 電話７５７－２２７１ 

教頭先生及び教務先生に連絡して下さい。学校日報報告書にもその旨記入して下さい。 

 

以上 

 

令和元年８月１日 

加倉第二区自治会 

会 長  阿津澤 清 

０４８-７５６-０３５１ 

 

 


