区内のイベントや区からのお知
らせなどを、毎週金曜午後３時
から約 10 分間ライブ配信中！

令和元年
（2019年）8月25日

（７）
直接
会場
へ

かつしか国際交流まつり

▼

寅さん記念館イベント

▼
▼

素人落語会
【日時】 9月14日㈯午後1～3時

▼

雪駄飛ばしコンテスト
雪駄を飛ばして距離を競います。入館者が対象です。
（1人1回。参加賞あり）
【日時】 9月2
8日㈯午後1時30分から・2時30分から
（各回2
0分前から受け付け）
オカリナポップスコンサート
オカリナアンサンブル
「アマポーラ」
によるコンサートです。
【日時】 9月2
9日㈰午後1時30分～2時・2時30分～3時
いずれも
【会場・問い合わせ】
寅さん記念館（柴又6‐22‐1
9） !3
6
57‐3455
【担当課】 観光課

山本亭イベント

直接
会場
へ

▼

こと

生田流箏演奏
【日時】 9月1日～2
9日の㈰午後1～2時

図書館映画会（9月分）
【担当課】 中央図書館

いずれも
【定員】 各回40人程度
【費用】 100円（中学生以下無料）
【会場・問い合わせ】 山本亭
（柴又7‐19‐32） !365
7‐8577
【担当課】 観光課

冊子「小・中学校の入学手続き」
を配布します
8月末に対象の家庭に送付します。葛飾区
立の小学校に通学しているお子さんには学校
を通じて9月ごろに配布します。入学までの
流れや、学校公開などの行事予定、中学校の
標準服などを掲載しています。
また、各学校の教育活動や特色を紹介した
冊子「小・中学校案内」
は、9月上旬から区ホ
ームページおよび区立小・中学校や幼稚園、
保育園、図書館、区民事務所などで閲覧でき
ます。
学校公開・入学説明会
開催日などは
「小・中学校の入学手続き」
をご
覧になるか、各学校へお問い合わせください。
「葛飾教育の日」
（原則、毎月第2土曜日の
午前）には授業も公開しています。
各学校のホームページからも学校の特色や
生活の様子がご覧になれます。

就学手続き
自宅の住所に応じて指定された通学区域校
の就学通知書などを、1
0月上旬に送付します。
葛飾区立の小学校に通学しているお子さんに
は学校を通じて配布します。
通学区域校を希望する場合
手続きの必要はありません。就学通知書は
入学式の際に必要です。
通学区域以外の学校を希望する場合
指定校変更承認基準に該当する学校を希望
できます。
「小・中学校の入学手続き」
、また
は就学通知書に同封の一覧表をご覧ください。

会場

へ

!360
7‐92
01

午後2時から（▲は午後6時から）

日時

図書館

▲9／1
4㈯

中 央

ミラクルバナナ
（2
005年／小山田サユリ）

5㈰
9／1

立 石

デザート・フラワー（200
9年／リヤ・ケベデ）

1㈯
9／2

上小松

ローマの休日（1
95
3年／オードリー・ヘプバーン）

8㈯
9／2

中 央

父と暮せば（200
4年／宮沢りえ）

区立小・中学校へ入学する
お子さんと保護者の皆さんへ

入学準備のために

直接

タイトル（制作年／主演）

【申請・問い合わせ・担当課】
〒1
2
4‐8
5
5
5葛飾区役所学務課
（区役所4階4
28番）
就学手続きについて !5
6
5
4‐8
4
57
就学時健康診断について !5
6
5
4‐8
4
6
2
▼▼

▼

中学生以上の方

ギターの調べ
【日時】 9月21日㈯午後1時～1時3
0分・2時～2時3
0分

令和2年
4月に

ボランティアスタッフ大募集
外国の文化を体験できるイベント「かつしか国際交流まつり」で、会
場受け付けや来場者案内、設営・撤去などを行うボランティアを募
集します。
【日時（予定）】
事前ミーティング 11月1日㈮午後7時から（1時間30分程度）
事前準備・設営作業 11月9日㈯午後6～9時
開催日当日 1
1月10日㈰午前9時～午後5時（軽食付き）
※1
1月10日の活動時間は応相談
※1
1月9日・1
0日は各日1，
000円の謝礼支給
【対象】 令和2年4月1日時点で16歳以上の方60人
【申込方法】 往復ハガキに「国際交流まつりボランティア」・住所・
氏名（フリガナ）・電話番号・応募動機・活動希望日時を書いて、
9月2
5日㈬
（必着）まで（多数抽選）。
かつしかシンフォニーヒルズ
ホームページ（https://www.kmil. gr. jp / kie / festival / index.
html）からも申し込みできます。
【会場・申し込み・問い合わせ】
〒1
2
4‐0
01
2立石6‐33‐1
かつしかシンフォニーヒルズ
「国際交流まつり事務局」
!5
6
70‐22
22
【担当課】 文化国際課
▼▼▼

葛飾の昔ばなし紙芝居
【日時】 9月1日㈰午後1時3
0分～3時
【内容】「カスリーン台風物語」他
【その他】 協力／葛飾昔ばなし研究会

No.1
776

区ホームページからもご覧になれます。
外国籍のお子さんの場合
外国籍のお子さんが、新入学生として区立
就学通知書に同封する申請用紙と必要書類
小・中学校に入学するには手続きが必要です
を、10月31日㈭
（消印有効）
までに学務課（区
（現在、区立小学校に在籍しているお子さん
役所4階42
8番）へ持参か郵送してください。
を除く）。
葛飾区立の小学校に通学しているお子さん
手続きが済んでいない方は、9月20日㈮ま
は、学校へ提出してください。
各学校の受け入れ可能人数を超えた場合は、 でに学務課（区役所4階428番）へお越しくだ
さい。
通学区域外からの希望者を対象に公開抽選を
実施します。
原則、徒歩で通学可能な範囲で選んでくだ
就学時健康診断について
さい。車での送迎や自転車通学は認められて
【対象】
いません。
令和2年4月に新小学
なお、学校を希望できるのは、小・中学校
1年生になるお子さん
入学時に一度だけです。入学後は理由なく学
10月上旬に送付する
校を変更することはできません。学校公開な
就学時健康診断通知書
どを通じて実際に学校の様子に触れ、家庭で
に記載の通学区域校で
よく相談して希望してください。
受診してください（就
学校の部活動は、諸事情により休・廃部す
学希望の学校とは異な
る場合もあります。部活動を希望理由とする
る場合があります）。
場合は、事前に学校に問い合わせるなど、よ
くお調べください。
葛飾区立小・中学校に入学しない予定の場合
東日本大震災などで被災し、
私立小・中学校などへの受験を予定してい
る場合や、他区市町村立小・中学校に入学す
住民票を異動しないで
る予定がある場合は、10月上旬に送付する就
葛飾区に居住している方へ
学通知書の下部にある
「入学予定校調査票」
を
1
0月3
1日㈭
（消印有効）
までに学務課（区役所
葛飾区立小・中学校への就学を希望す
4階4
2
8番）
へ持参か郵送してください。
る場合は、手続きが必要です。詳しくは
葛飾区立の小学校に通学しているお子さん
学務課（!5654‐8457）へお問い合わせく
は、学校へ提出してください。
私立小・中学校などへの入学が決定した際
ださい。
は「区域外就学申請書」
と入学承諾書または許
可証
（原本）
の提出が必要です。詳しくは学務
課へお問い合わせください。

