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今年の冬は、例年 よりも暖かく、記録的な暖冬 との情報もありますが、1月 に入 り、本校において
も、インフルエ ンザが猛威をふるい、数多くの学級 を閉鎖する事態になりました。その猛威 は、未だ
続いてお り、まだまだ安心できません。
。
今後も低温や乾燥の 日が続くことが考えられます。手洗い うがいの励行、教室 の換気等、インフ
ルエンザの感染拡大防止に努めていきたい と思 つてお ります。保護者の皆様、地域の皆様 にも、子 ど
もたちの健康を第一に考え、見守つていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
さて、本年 2020年 は、ご案内の とお り、東京オ リンピック・パラリンピックが開催されます。
大会に向け、各競技で、続々と代表選手が選出されています。
選手の皆 さんは、代表になるために、想像 を絶する努力 を重ねられていると伺 っています。代表に
一
選ばれた時の晴れやかな表情、ほつ とした表情。感無量 とはこ うい うことなのかなと感 じます。
方、残念ながら、あと一歩で、代表に届かなかつた選手の無念の麦晴も心を打つ ものがあります。
昨年 9月 にマラソングラン ドチャンピオンシップ (MGC)が 開催 され、オ リンピックの代表 2名
が決まりました。そのレースで代表の有力候補であった、松田瑞生 (ま つだみずき)選 手は、実力を
発揮できず、 4位 とい う結果になりました。 レース後のイ ンタビューでの表情からは、体はもちろ
ん、心のダメージが大きく、立て直 しは、相当難 しいのではないかと感 じました。 しか し、 1月
日の大阪国際女子マラソンで、そんな私の想像を払拭する、見事な姿を見せてくれま した。
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数力月の間に何があつたのでしょう力、 報道では、お母さまの励ま しや、監督のア ド イ など、
様々伝 えられていますが・・・。
かだ
生きてい く上で、失敗や挫折はつきものです。しか し、問題は、それをいかに乗 り越えられる
しよ
と私は考 えます。簡単には、気持ちは転換できません。一人で思い悩み、苦 しむ時間もあるで
に思い
う。そこをクリアし、乗 り越えるためには、必ず、近 くで支えてくれる誰かの存在があるよう
ます。だからこそ、人 と人とのつなが りはかけがえのないものなのです。
「大いなる夢に向かつて、一歩一歩進んでい く、あおぎりつ子が、人 と人 とのつなが りの大切 さ
々の困難を乗 り
を、学校 はもちろん、いろいろな場面でこれからも学んでいつて欲 しい。そ して、様
した。
」改めてそんなことを、松田選手の復活 レースは、感 じさせてくれま
越 えていつて欲 しい。
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今年度 クラブ活動で学んだことや身につ けた ことを発
表 しま九 3年生はそれ らを見学 して、来年度 自分が入
りたいクラブの参考に しますt
兄ていて楽 しい も
どのクラブの発表 も感心させ られ、
ので丸 公開行事 となつていますので、ぜひ足をお道び
ください。 当日は 14:35ま でに体育館 ^ヽ 来るようお願
い しま九
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逮 ,■、UIレ 1、 大宮東中、第二東中による演奏会で九
どの学校の演奏も非常に素晴らしいので、ぜa足 をお運
びくださし、
[日 時]2月 8日 (tl
[会 場]大 宮東中学校体育館
[開 場]9:30[開 演]10:00
■6年 生 さよならコンサー ト
6年 生最後の演奏会 で九 これまで頑張 つた 6年 生に
熱 いご声援をいただけると幸いです。
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[会 場]大 宮小学校体育館
[開 場]12130[開 演]13:00
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朝G・ S 第3回 学校保健委員会

授業参観 。懇談会について】
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今年度最後の授業参観・懇談会を行います。児童 の一
進級 に向けた準備
年間の成長をご覧いただくとともに、
について、
担任や保護者の方々 と情報共有す る機会 に し
ていただけます と幸いで七

朝G'S 親 1蜘麟 会 放課後チャレンジ

【6年 生を送る会について(公 開行事】

3月 3日 (火 )に 、お世話になつた 6年 生に感謝 の気

持ちを表すために、「6年 生を送る会Jを 行 いま丸 会
の運営や 当日までの準備は、1〜 5年 生が行 いま丸
公開行事 となってお りますので、児童 の心のこもつ
た会をぜひ ご覧ください。 当日は 13120ま でに体育館
へ来るよ うお願 い します。
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さった交通指導員の折居明男様が、このたび、さいた
ま市教育委員会から感謝伏を贈呈され ました。おめで
とうございます:こ れからもよろしくお願 い します1
0 綿 沼 iE仲 教諭 が、 12月 3日 に入籍 しま した。
○ 川野千尋栄養技師が、12月 7日 に出産 しま した。

特別 な下校 時刻 のお知 らせ 】
【
R22月 】
【
017日 (月 )【 お別れ球技会】6年 →16:00頃 下校
020日 (木 )【 クラブ発表会】3年 →15130下 校
021日 (金 )【 授業参観 ‐懇談会】5・ 6年 →14:50下 校
025日 (火 )【 授業参観・懇談会】12年 →14:50下 校
026日 (水 )【 授業参観・懇談会】3・ 4年→14:50卜 校

