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 春を迎える伝統的行事 

校長 

節分の小さき声の邪気払ひ     田中清秀 

献立は何処も巻寿司節分会    難波篤直 

節分と言えば，豆まきですね。豆まきも日本の伝統的行事です。しかし，「福は内，鬼は外」の

声も，近頃はあまり聞かれなくなったように思います。皆さんのご家庭ではいかがですか。我が

家では，３０年来，柊と鰯を用意して行っています。とは言え，周囲のご家庭への配慮が必要で

すので，小さめの声で「福は内，鬼は外」とやっています。しかも，後で豆を拾うのが大変です

ので，ほんの少しの豆をまく，気持ちばかりの豆まきです。 

今どきの節分は，豆まきよりも恵方寿司にかぶりつく方が多くなったのではないでしょうか。

昔はなかった風習ですね。何でも大阪の海苔屋さんの組合がイベントをして流行らせたとか。い

つの間にやらこちらの地方でも当たり前になってきたように思います。何であれ，皆が無病息災

であり，福を招くことができればそれでよいのです。 

２月３日（火）は節分で，立春の前日です。暦の上では春を迎えます。よい春を迎えられるよ

うに，節分には各ご家庭で，親子で節分会をしてみてはいかがでしょう。子どもたちは喜ぶこと

と思います。（私は，豆屋さんや海苔屋さんの組合員ではありませんので，悪しからず。） 

 

寒い日々が続いています。子どもたちは学校に来ると，朝から運動場でドッジボールやハンド

ベースボール，縄跳びなどをして遊んでいます。元気に遊ぶ姿に感動します。もちろん体調のよ

くない子もいますから，教室内で遊んでいる子もいます。 

朝の分団登校時にも，まだまだ薄着でいる子を見かけます。風邪をひかないものかと心配して

しまいます。それでも，子どもたちは元気に登校しています。インフルエンザも流行していませ

ん。ご家庭での体調管理がしっかりされていることと思います。大変ありがたく思います。 

１月の全校月目標は「換気・手洗い・うがいをしよう」でした。これは大切な予防法の一つ

なのでしっかり続けます。また，バランスのよい食事を目指して給食

完食を進めています（無理やりは食べさせません）。ご家庭でもこれ

らに注意していただき，「早寝・早起き・朝ごはん」で睡眠をしっか

りとって体を休めるとともに，バランスよく栄養を摂取し，生活のリ

ズムを大切にしてくださるようお願いします。 

 

 

ひ び き 教育目標： なかよく かしこく たくましく 

３本柱：さわやか挨拶  聞き方・話し方名人 

     いきいき運動 



 

  
  
   
    
 

お正月明けにも関わら
ず、整然と整列しきちん
と校長先生の話を聞く全
校児童の姿に感心しまし
た。また、保健委員会に
よるインフルエンザ予防
の呼びかけは、話とパフ
ォーマンスでとてもわか
りやすく工夫されていま
した。冬休み前から準備
していましたね。 

 
 

 
 今年から書き初め大会としては行いませんでし
たが、各学級で国語の時間に書き初めを行いまし
た。冬休みに練習したので、学校ではさらにうま
く書けるように一生懸命に取り組んでいました。 
 作品については、先日まで教室の背面や廊下に
掲示して交流しました。 
 
 

 
 
 
 納税組合の方を講師に、租税教室を行いました。６年生
は、社会科の学習で税金のことについて学習していますが、
身近な話題を通して、税金はどのように集められて使われ
ているのかをわかりやすく教えていただきました。国民の
三大義務の一つが納税です。これからも、将来、社会人と
して自立していくための大切な知識を身に付けていきまし
ょう。 

 
 

 

 今回も高田陶磁器工業 

組合の方にお世話になり、 

６年生が釉薬を塗って作 

品を本焼きしました。恒 

例のこととはいえ、お忙 

しい中、また夜遅くまで 

お世話いただき、本当に 

              ありがとうございました。 

６年生の作品は、階段ギャラ                

リーに展示してあります。他 

の学年の作品も教室や廊下等 

に展示します。参観日にご覧 

ください。 

冬休み明け全校集会（１月８日） 

書き初め （１月８・９日） 

租税教室 ６年生（１月２２日） 

土作品の窯焼き（１月２３日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「第２回 ＰＴＡ資源回収」 よろしくお願いします 
 ◇日 時  平成２７年２月１５日（日）午前８時より 

                  〈小雨決行、雨天延期 予備日２月２２日（日）〉 

＊雨天延期の場合は、広報無線・メルマガで７：００までにお知らせします。 

＊なお、今回は前日に雪が降った場合にも、路面の状況によって延期にする場合があ

りますので、ご承知おきください。 

◇出し方 ・各家庭で準備して、当日の朝８時までに、門口あるいは地区で決められた

場所にお出しください。 

      ・東山のご家庭は、各丁目のリサイクルステーションにお出しください。 

      ・段ボールについては、パッカー車への積み込みを少しでもスムーズに行うため 

保護者の皆様については必ず配布された紐で括ってお出しください。 

 

「岐阜県ＰＴＡ基金」 ご協力ありがとうございました 

 県ＰＴＡ連合会より依頼のあった書き損じ葉書等の収集活動にご協力いただきありがと

うございました。葉書２００枚ほどをはじめ、図書カード、切手など多数集めることがで

きました。先日、市ＰＴＡ連合会を通して県に提出しました。 

授業参観・学級懇談会のお知らせ 

１ 期日  ２月１２日（木） １年 ２年 ３年 ひばり  

２月１３日（金） ４年 ５年 ６年 すみれ 

２ 日程  授業参観  １４：００～１４：４５  

学級懇談会 １５：００～１６：００  

※ 授業中の教室内や廊下での会話、携帯電話やスマートフォンの使用等、参観マナーにご配慮いただき

ますようお願いします。ガムや飲食等は禁止です。 

※ 学級懇談の際、お子さんをお連れの方は、懇談会場に一緒に入っていただいて結構です。お子さんを

お預かりすることはできませんのでご了承ください。 

※ 上記日程は、授業参観・懇談会を実施した学年の日程です。その他の学年は通常日程です。 

※ お手数をおかけしますが、上履きをご持参いただくようお願いいたします。 

※ 駐車場は運動場をご利用ください。（バックネット裏からお入りください） 

親育ち                     多治見市教育委員会 

『はき物をそろえる』 
  

 どの学校でも、子どもたちが下足箱に「はき物（上ばきや外ばき）をそろえて入れる」ことを

大切にしています。 

学校の昇降口（下足箱のある場所）は、屋外と校舎内との場や意識を切り替える大切な場所で

す。いつも気をつけていなければ、汚れや乱れがあたりまえになっていきます。また、昇降口の

みならず、学校の学習環境を整えることは、学習や活動に集中できるようにしたり、落ち着いた

集団生活をしたりするために重要なことです。 

はき物をそろえるのは、まわりの環境をきれいにする第一歩と考えます。各ご家庭におかれて

も大切にされていると思いますが、玄関などで「はき物（靴など）をそろえて」室内にあがるこ

との意味を子どもと一緒に考えて、大切にしていかれたらいかがでしょうか。 



２月の行事予定 
日にち 学 校 行 事 ＰＴＡ関係 

 １ 日  土と版画展(文化会館)  

 ２ 月 全校集会 聞き方･話し方キャンペーン(～６日まで)  

 ３ 火 分団長会 委員会 下校 14:30(1 年)15:15(2～4 年)16:00(5･6 年)  

 ４ 水 下校 15:15(集団下校)  

 ５ 木 学校保健安全委員会  

 ６ 金 スクールソーシャルワーカー勤務日  

 ７ 土   

 ８ 日   

 ９ 月 ALT 訪問  

１０ 火 ALT 訪問 クラブ(３年生見学) 下校 14:30(1 年)15:15(2 年)16:00(3～6 年) 挨拶活動 

１１ 水 建国記念の日  

１２ 木 授業参観･懇談会(１～３年･ひばり) 学校評議員会  

１３ 金 授業参観･懇談会(４～６年･すみれ)  スクールソーシャルワーカー勤務日  

１４ 土   

１５ 日 資源回収 資源回収 

１６ 月  交通指導 

１７ 火 バイキング給食(６年) 委員会 下校 14:30(1 年)15:15(2～4 年)16:00(5･6 年)  

１８ 水 下校 15:15(集団下校)  

１９ 木 入学説明会(新入学児童の保護者) ALT 訪問  

２０ 金 スクールソーシャルワーカー勤務日  ALT 訪問  

２１ 土   

２２ 日 (資源回収予備日)  (資源回収予備日) 

２３ 月   

２４ 火 クラブ(３年生見学) 下校 14:30(1 年)15:15(2 年)16:00(3～6 年)  

２５ 水 下校 15:15(集団下校)  

２６ 木 全校集会(給食感謝の会)  

２７ 金 スクールソーシャルワーカー勤務日  

２８ 土   

3/１ 日   

 ２ 月 全校集会 大掃除週間(～６日まで)  

 ３ 火 委員会(最終) 下校 14:30(1 年)15:15(2～4 年)16:00(5･6 年)  

〔３月の主な予定〕 

 ４日 ６年生を送る会 ＰＴＡ本部会 

１３日 中学校半日入学(６年) 

１６日 ＰＴＡ交通指導 

１７日 奉仕作業(６年) 

 

２１日 春分の日 

２５日 卒業証書授与式 

２６日 修了式 離任式 

２７日～春休み ＊４月６日(月)まで 

 


