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「収穫祭に参加して」
校長

竹村志保美

1月28日の早朝 、子ども達の登校が始まる前から５年 生
の保護者が次々 とお見えになり、今日はワクワクする1日
の予感がしました。
戸田小学校の５年生は 、好立地条件と地域の協力を得て、
稲作の体験学習(田植え・稲刈り)を毎年実施しています。
当日の収穫祭は、ご飯炊き・おにぎり作り・豚汁作りを通
じて、 収穫の喜び を子ども達に 味わってもらうために 実施されたものです。子 ど
も達はできるかぎり自分の力を 出し切りながら、お母 さん達のご 指導とふれあい
を楽しみながら各係に分かれ準備しました。
か ま ど係はかまどをセットし 、火を起こ し、ご飯を 炊きました 。炊きあげたか
どうかの判断はお母さん達です。お焦げを作らず上手に炊きあがりました。
おにぎり係はサランラップにご飯を入れ、ほのかに甘いにおいを楽しみながら、
思い思いの形のおにぎりを作りました。
豚 汁 係は材料を 洗い、皮を む き、切る作 業をお母さ ん達の指導 を受けながら 行
いました。味付けはやはりお母さん達です。
そ し て、最後に 田んぼを提供 していただいた大貫國雄さんと料 理を手伝っ て い
ただいた保護者に感謝しながら、おにぎりと豚汁を楽しく食べました。
内閣府の意識調査等によると、一番人生で充実している
時期は子育ての時期だそうです。また、仕事を選ぶきっか
けは、５年生での体験が一番多いそうです。
本日の収穫祭が保護者にとっては親子のふれあい、子ど
も達にとっては地域の良さを味わう絶好の機会となったの
ではないでしょうか。

23年度 児童会役員紹介
役員選挙が行われ、８名のお友達が決まりまし
た。「あいさつ運動」「楽しい児童会」を進めた
いと訴えているいたのが印象的でした。
５
年生
頑張ってください。
・
西山 夏生さん
・
古本 涼夏さん
・
植田 凜太郎さん
・
福岡 太希斗さん
４
年生
・
石川 優里菜さん
・
池上 望夏さん
・
山本 英治さん
・
北村 璃音さん

メール配信登録 ありがとうございます。
メール配信に向けた、登録へのご協力ありがと
うございました。お願いしました児童数分の登録
率が高くなりました。今後、メール配信する内容
に巾が広がったと考えます。これまで、連絡網で
伝えていました、天災等に関わる安全注意、行事
の延期や始業の遅らせ等の他
①不審者情報
②緊急のお願い
③学級閉鎖や学年閉鎖などのお知らせ
④学年行事（
保護者参観）の緊急の変更 等
配信されることが考えられます。未登録者の方へ
の対応等を再検討してお知らせいたします。
※児童数：４０２人 ※登録数：３６５人
（未登録３７人）
※登録率 ９１％

教 育 活 動 の 紹 介
３年生による 他校との交流会

家庭教育資料 22-⑦

「
思いは実現する」
「思いは実現する」という言葉を知ってい
ますか？思いの善し悪しで、人生の幸福度が、
天と地ほど違ってきます。自分の周囲を見回
してみてください。自然が作り上げた植物な
どは別として、コンピューター、車、飛行機、
テレビ、・・・・・・。

全て人の思ったこと、イメ−ジしたもの、
考えたものが、実現されて、目の前に存在
横浜市立太尾小児童（３年）との交流会が本校体育 しています。
館で行われ、出し物の交流や食事会を行いました。
私たちが生きている、社会生活の全ては、
別れ際には、大きな声で「さようなら」と手を振って 人の思考からスタートして、作り上げられて
いました 。（楽しい一時だったようです。）
きた物ばかりです。
積極的な思いは持ち続ければ、積極的な人
生が、消極的な思いを持っていれば、消極的
地域の活動紹介
でつまらない、グチの多い人生が、やってく
るということになります。
各地区で、無病息災を願ったどんど焼きが盛大に行
私たちが自分の人生や、社会を好転させ
われました。多くの児童がお世話になりました。
るためには、まず、心に、積極的で充実した
思いを作り上げることから、始めなければな
りません。
そのための、一番の近道は、先人が残した、
積極的で、明日への活力を与えてくれる言葉
に触れることです。中には、数千年もの間、
ふるいにかけられて、残ってきた言葉もあり
ます。必ずや、より良き人生の指針となるこ
とを信じています。・・・・・・・・・・・
中戸田地区
下戸田地区
日本人は、古来「言葉」を単なる言葉・記
号としてではなく、それ自体に生命の宿る
「こ
とだま」として、尊重し、大切にしてきまし
た。

上落合地区

沖戸田地区

２月の行事予定
19日

詳しくは学年だより参照

「愛のチャイム」＝４：３０

水・
木・
金＝朝読書（読書は「
やさしい心の栄養」です）
月・
水＝心の相談員（小原 譽夫先生）
水＝ロング昼休み
１日（火）朝会・６年相中授業体験
２日（水）登校指導 ３日（木）児童委員会活動
４日（金）ＰＴＡ本部会
５日（土）市ＰＴＡ活動大会・職員文化作品展
７日（月）４年エンジョイタイム
新入学児童保護者説明会14:00〜
８日（火) 6 年ｽｷｰ教室 ９日（水）代表委員会
14 日（月）児童朝会
15 日（火）クラブ活動（３年クラブ見学）４年車いす体験学習
給食費集金 ３年防災センター見学
16日（水）
授業参観・懇談会 学校評議委員会
17日（木）
登校班長会議 第4回ＰＴＡ運営委員会
19日（土）
20日（日） 公民館まつり（
20日 4年発表）
21 日（月）〜 25 日 体力づくり運動週間
22 日（火）３年相川分署（消防）見学会
25 日（金）学習室 茶まんじゅうづくり
28 日（月）児童朝会

○永遠の生命・・
「 古事記」「
・ 創世記」等
○生き方・・・・
「 論語」「
・ 孟子」「
・ 大学」
「いろはがるた」
「プラス思考の本」等
○情緒・・・・・「 万葉集」「
・ 詩経」・
「百人一首」「
・ 俳句集」等
○その他・・・・「 メンタルトレーニング」
に関する本 等
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もしかすると、あなたの人生を好転させる
「言葉」に出会うかもわかりません。
様々な文章（
「 生命」「生き方」「情緒」等）
を読み続けると自分の潜在意識に、強烈に
インプットされます。潜在意識にインプッ
トされた、「思考や思い・願望」は、必ず実
現できると思います。

３月の主な予定（18日

6年16日）等

「愛のチャイム」＝４：
３０
２日（水）
６年生を送る会
１０日（木）相中卒業式
１８日（金）給食終了
２３日（
水）
平成２２年度 卒業証書授与式
２５日（
金）
平成２２年度 修了式
３１日（
木）
５年登校日
２６日（土）〜４月４日（月）休業日
４月５日（
火）
平成23年度 始業式・入学式

