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夫うお願い申し上げます。

運饉聾あけましておめでとうございます!鑓颯轟
保護者 0地域の皆様におかれましてぃ、すがすがしい希望に満ちた新年を、ヽ rn二  _― - 1_ 1-二 ヽ

― ― ゛
―

    .   ヽ

「イテるにηll■ どなり習慣橋・l■格ど,

興味深いですぎ            ~~~~~~″ ―ヽ 一ヽWVヽ ノ

結局、私たちが子どもたちのためにできることは、行為を変えてあ
ることです。ょぃ行為ができるようにしてあげること。そのために、よ
い行為を見つけ、認め、励まし、続けさせることです。そして、習慣に‐
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上は、福岡市にある飯盛神社のx殊堂に掲げられている言葉です。こ
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いろなところで紹介されていま

争で連携・協力して、日々子どもたち
この言葉は、その教育 (子育て)に
いかを端的に言い表しているようで

まで高まるように全力で応援することです。 ~~｀
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今年 1年間共に頑張りましょう。
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]をよろしくお願いします。



機期像半(1月 )の行事予定

8日 (水)登 校指導 全校朝会※後期後半開始

※給食なし (下校時刻 11:30)
9日 (本)登 校指導

10日 (金)登 校指導 委員会活動
12日 (日 )ど んど焼き9130～
13日 佛 )成 人の日

14日 (火)読 み間かせ

17日 (金)ク ラブ活動 :3年生クラブ見学
20日 (月 )中 学校入学説明会 (6年給食後下校 13■ 0)

24日 (金)代 表委員会
27日 〈月)給 食週間
29日 (水)集 団下校
31日 (金)校 区クリーン作戦

髄 運塾諄環:主な行事
2月  1日 (土)筑紫地区人権同和教育研究大会
2月  3日 (月 )読み聞かせ
2月  7日 (金)ク ラブ活動 :3年生クラブ見学
2月  8日 (土)参観・懇談、学校説明会、弁当の日
2月 10日 (月 )振替休日
2月 14日 (金)東小入学説明会
2月 26日 (水)ありがとう集会・懇談会
3月 17日 (火)卒業証書授与式
3月 24日 (火 )修了式 (1～ 5年 )
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は、毎日手洗いの歌に合わせてしてぃます。ミ
ポイント
①手のひらをしっかり
②手の甲をしっかり
③指の間も忘れずに
④つめの中もきつちり
⑤親指もていねいに
⑥手首もきれいに
各ご家庭でも手洗い。

,日 ,2日 (日 だ んじ焼き ¬
k

1月 12日 (日 )9:30から、  t
筑紫東小学校運動場 において、恒例の t

どんど焼きが開催されます。     t
その年の「無病息災」を願う地域のや

ひご参加 ください。

1月 11日 (土 )どんど焼き準備
1月 12日 (日 )どんど焼き
場所:筑紫東小学校運動場

☆ 1月 11日 (■)に は、
おやじの会主催の、
「もちつき大会」 も開催
されます。
9時 30分～ 12時
筑紫東小 中庭

′・
・・̈~・‐・‐●…●‐ ‐●‐●‐ ‐●‐●‐ ‐●‐●‐●‐ヽ ●̈‐●‐ ‐ ‐●‐・‐ ‐・

:  登校時の安全にご協力を
朝の登校時に保護者や地域の見守 り隊の

皆様のお陰で、子どもたちは安全に登校す
ることができていることに改めてお礼申し
上げます。
07:50～ 8:10ま でに学校に到着
できるようにしましょう。
この時期、朝、少々薄暗くなります。登

校時刻が早すぎると、通学路は見守る人や
他の子どもたちもいない状況となり事件事
故等に巻き込まれる恐れもあります。安全
な時間帯での登校についてご家庭でご留意 |

ください。 .ヽ
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長年愛されてきたうさぎのてんてんとベリーが
亡<な り、飼育小屋にはみる<1羽だけとなりま
した。

学校での動物飼育は、人的負担、餌や治療代な
どの費用負担、病気などからくる感染リスク等に
より年々減少傾向にあります。

本校においても、みる<1羽になつたことをき
つかけに来年度は動物飼育を体止しようと考えて
います。そこで、来年3月になりましたら、みる
くをもらつていただけるご家庭を探しています。

ご希望のご家庭がありましたら、担任までご連
絡<ださい。
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に声かけをお願い します。
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回 覧

「令和」と大宰府をテーマに
1月 25日 九州歴史資料館の松川氏が講演

時に初春の令月にして、気蔽く、齢 ぎ、

梅は藁計の焼撻、
蘭は堀後の香を薫らす

(折しも新春のよき月で、天候もよ<風は

穏やか、梅は鏡の前の白粉のごとく白<咲き、
その香は帯に着ける匂い袋のように、香りを

漂わせている)

新元号「令和」の出典となった万葉集の
「梅花の宴」。その舞台となったのは筑紫・

大宰府でした。さてこの歌会 、だれが

どこでどのように開催したのでしょうか。
筑紫の万葉歌壇では、どんな人物が、
どんな歌を詠んだのでしょうか。
今回の講演会では、大宰府と万葉集に詳しい九州歴史資料館学芸調査室の参事補佐兼学芸研究

班長松川博―氏に「令和と大宰府」をテーマに講演していただきます。
年賀状に「令和」の文字を刻まれた皆さん、いま一度、令和の周辺について学んでみませんか。
※写真=梅花の宴は、こんなら、うに催されたのだろうか(大宰府展示館所蔵)

参加募集は50人です。希望者は筑紫南コミュニティ運営協議会の窓口、電話またはホームページで
申し込んでください。

■日 時 1月 25日 (土曜日)午後1時から

■会 場 筑紫南コミュニティセンター2階 視聴覚室

■講 自T九州歴史資料館参事補佐兼学芸研究班長 松川博―氏

■演 題 「令和と大宰府」

※歴史を学ぶ会の会員は講演後に新年度の方針について打合せをします。ご参集願います。

《講師略歴》まつかわ・ひろかず 九州歴史資料館

参事補佐兼学芸研究班長、久留米大学 放送大学

非常勤講師。北海道生まれ。山口大学大学院人文

科学研究科修士課程修了。福岡県総務部国立博物館

対策室、九州国立博物館などに勤務。九州歴史資料館

で博物館の開館準備や展示普及業務に従事。

専F5は 日本古代史。主要研究テーマは大宰府の政治

と軍事、万葉集と大伴旅人、菅原道真と天神信仰。

■筑紫南コミュニティ運営協議会「ら、るさと創生部会」

■筑紫南ら、るさとの歴史を学び生かす会主催

《お問い合せ 申ヽ込み》

筑紫南コミュニティ運営協議会
T818‐0024

筑紫野市原田4166
TeソFax 092-555-6080

(受付時間 平日 1000～ 16ЮO)
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