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～ 平成最後の年を迎えました～

校長：馬場

良一

新 しい年 、平成 最後の 年の幕 開けと なりま した。 保護者 の皆 様、地 域の皆さまにとって 良い年末年
始となったでしょうか。
私 自身の 話で恐 縮です が、子 どもた ちも数 年前に 成人し 、私 の実家 でも家内の実家でも 母親は元気
にし ており ますが 、すで に高齢 となっ ている ため集 まるで もな く、以 前ほど賑やかな正月 ではなくな
りました。それ でも、「大晦日」「お正月」とい うだけでなんとなく うれしい気持ちになり、わずかな
がら年越しそばやおせち料理などを食べたり、TVの特番を見たりして、休み気分に浸りました。
しきたりなどに特にこだわりはありませんが、我が子が高校生ぐらいまで続けていたことの一つに、
大晦 日の夜 に採っ た「若 水」と 呼ばれ る水で 元旦に 年神様 を迎 えると いうことがあります 。きちんと
した神棚はありませんが、
「若水」を捧げ、年の初めのお茶や料理に使うという風習です。全国各地で、
もしかしたらその習わしも少しずつ違うのかもしれません。その結われを探してみました。
旧暦で生活していたころは、「若水」は「寒の水」つまり、山々から流れ出た
冷たい水でした。給湯器などない時代ですし、今より冬は寒かったでしょうか
ら、その冷たさは想像できます。身体が縮まるほどの寒さは、水が冷えている
証拠。台所に昇り立つご飯やお味噌汁の湯気が、より一層おいしい香りを家中
に満たします。その時に使う水の冷たさは、大地の中でうごめく春の鼓動を感
じて、神々しいぐらいにありがたく身にしみたはずです。
暦 は季節 が教え てくれ るもの であっ て、今 のよう に決ま った カレン ダーや時間感覚では なかったと
思われます。（落語の「時そば」をご存知ですか？落ちに出てくる時の数え方は。太陰暦、つまり月の
満ち欠けで、行っていたわけですから“おおよそ”といった感じだったと思います。）ふんわりと柔ら
かく 、太陽 と月が 示して くれる 時の移 り変わ り。そ れに呼 応す るかの ように、大地がその 時々の自然
の営みを受け入れていくのです。
「小寒」（１月６日頃から１９日頃まで）、「大寒」（１月２０日頃から２月３日頃まで）
と移ろいながら、「春」（立春については、昨年学校だよりでふれました。）を待つ、
山々や大地の奥底で凍り、動かなかった水が、ゆったりと溶け始めて、止まっていった
ろう
みつまた
「時」が次から次へと地表に表れてきます。そうなると蝋梅、三
椏、万作といった
あさもや
春を告げる黄色の花が咲き始めます。その頃には、寒の水の朝 靄が空をも清め、
澄み渡った青空となるのでしょう。
私は、（若いときは 特に）「季節はいつが好き ？」と聞かれたら、 迷わず「夏」と答えていたのです
が、 この頃 は、外 に出る のも辛 い夏の 暑さよ りも、 身の引 き締 まる冬 の冷たさが良いかな ？などと思
ったりもしています。
今 年は、 平成３ １年と してス タート し、新 しい元 号を迎 える 年です 。オリンピックの前 年で、少し
ずつ 盛り上 がりを 見せる でしょ う。こ の紙面 で何度 が触れ てき たよう に、教育界にとって も学習指導
要領 が大き く変わ り、そ れが全 面実施 となる 前年で す。そ れに 伴って 、学校の教育活動を 、授業はも
ちろんのこと、行事や日々の活動の一つ一つを丹念に見直す年となります。
地域の皆様や保護者の皆様からのご意見、特に学校評価としていただいた
ご意見を反映し、学校運営協議会でも検討を加えていただいて、戸田小の
教育活動がより良いものとなっていくようにしたいと考えています。
おまけの情報です。今年は亥年です。私は年男です。

めざせ !!

あいさつ

日本一

昨年、４月の年度始めに、元気なあいさつがいつでもできることを願って、「めざせ !! あいさつ日本
一 」をス ロー ガンと して掲 げ活動 してい く旨の 記事を 書いた と記憶 して います 。２学 期も各学 年で分
担 して朝 のあ いさつ 運動を 展開し たり、 要所要 所で先 生方か ら声か けを したり してき ましたが 、その
成果が見られたでしょうか？
私の印 象で は、１ １月中 旬以降 、グン と寒く なって きたこ とと比 例す るかの ように ，少しず つ子ど
も たちが 交わ すあい さつの 声が小 さくな ってい るよう な気が します 。体 調を崩 す児童 が多くな ってき
たことも、そう感じる要因かもしれません。
寒さに 負け ず、い や、寒 い時期 だから こそお 互いに 大きな 声や笑 顔で 触れあ える学 校であり たいと
感じました。

書き初め大会

インフルエンザは？？？
「ほけんだより等でお知らせをしましたように、２
学期末にインフルエンザとなった児童が増え、学
級閉鎖となるクラスが出ました。体育館などでの全
体活動はひかえましたが、それでも、兄弟関係や
席が近い児童間では、あっという間に感染しまし
た。インフルエンザかな？？と思われる症状があり
ましたら、早 めに診察を受けていただきますように
お願いいたします。

古式消防見学
３年生が伝統芸能に触れる時間が、毎年１回行われて
います。今年度は、古式消防の見学です・
古式消防 １月２１日（月）１校時（体育館）

４年生
１月１０日（木）
３年生
１月１１日（金）
５、６年生 １月１５日（火）

・書き初め展は１月２１日（月）から２月１日（金）
,
９：００から１６：００

軍楽隊

です。

演奏会

今年度も、座間米軍キャンプ音楽隊の演奏会、
英 語に よ る 交流 会 を行 いま す 。 体 育館 で の 演 奏 会 を地 域
の皆様、も、保護者の皆様もぜひご覧ください。

軍楽隊演奏会
会食・交流会

（８：５０～９：２０）

１月 ２ ４日 （木 ） ３， ４校 時 （体 育 館 ）
（１０：３０～１１：４５）
（１２：３５～１３：００）

地域の皆様、保護者の皆様どうぞご見学ください。

１月の体験活動

ドッコイフェステイバル

３学期は、学習のまとめ。新年度の準備等たく
さんの体験活動があります。
６年 租税教室
１月１５日（火）
５年 お茶の広場
１月１７日（木）
３年 エンジョイタイム
１月２２日（火）
４年 プラネタリウム・防災センター見学
１月２３日（水）
相中生職場体験 １月２３日（水）２４日（木）
６年 相川中体験入学
１月２５日（金）
５年 収穫祭
１月２５日（金）

今年度も、ドッコイフェスティバル大相撲戸田小場所を
開 催 い た し ま す 。 児 童 の 安 全 や 時 間 調 整 の た め、 今 年度
は 、取組を行う のは５， ６年生 の み（２人 か３人で 力士 にぶ
つ かりま す）といたします。また、見 学は１，２年生といたし
ます。地域の皆さまも、保護者の皆様もぜひお越しくださ
い。

３年

ドッコイフェスティバル

キリンビバレッジの見学・５年

１月２９日（火）３，４校時
（１０：２５～１２：１０）

人権教室「ハンナのカバン」

２学期末に予定しておりました３年生の校外学習（キリンビバレッジ見学）と５年生の人権教育「ハンナの
かばん」は、インフルエンザによる欠席者が増えたために、ともに３学期に変更となっております。
５年 人権教育「ハンナのかばん」
１月１８日（金）３，４校時
３年 校外学習 キリンビバレッジ・荻野パン
２月２６日（水）

学校保健委員会

新入学児童保護者説明会

テーマ「子どもの心の発達」
講師：新ＳＣ清水友紀子先生
日時 １月３０日（水）３：００～４：００
場所 戸田小学校 図書室

日時
場所

２月１日（金）１０：００～１１：３０
戸田小学校 図書室

これは予定です。変更になる場合もあります。
GUA 元気ｱｯﾌﾟｱｼｽﾀﾝﾄ

1日
2日
4日
5日
6日
7日

金
土
月
火
水
木

8日
11日
12日

金
月
火

13日
14日

水
木

登校指導、入学時説明会、委員会活動
PTA活動研究会
GUA
あいさつ運動、ICT元気塾３年Ｂ
GUA PTA新本部顔合わせ、第７回本部会
ALT ６年生スキー教室、ロング昼休み
ふれあいタイム（１～５年プレゼントづくり）
クラブ活動
建国記念の日
児童朝会（給食感謝の集い）
あいさつ運動、ICT元気塾３年Ａ
GUA、授業参観・懇談会（１～５年）
第３回学校運営協議会

15日

金

19日
20日

火
水

21日
22日
26日

木
金
火

27日
28日

水
水

ALT ｱｼｽﾀﾝﾄﾗﾝｸﾞｳｪｯｼﾞﾃｨｰﾁｬ-

SC

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

登校指導、ロング昼休み、代表委員会 ALT

２、３年リコーダー教室
PTA第４回運営委員会
６年生感謝の集い、ICT元気塾３年Ｂ
朝会（６年生を送る会リハーサル）
５年生プログラミング教室
ALT
GUA
３年生校外学習キリンビバレッジ
（ICT元気塾３年Ａは、３月に変更）
６年生を送る会
４年生ベルマーレサッカー教室
給食費引き落とし

