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あけましておめでとうございます!!
ほだか

さとし

校長 保髙 智
新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
平成３０年、新しい年が始まりました。今年も栄小学校の皆さんにとってすばらしい一年
になりますよう心よりお祈り申し上げます。
また、昔から「一年の計は元旦にあり」と言われています。「今年がんばりたいこと」「今
年やりたいこと」「今年の抱負やめあて」などについて考える人が多いと思います。私事に
なりますが、個人的には、無病息災、家内安全を願い、栄小学校については健康第一、学力・
体力の向上を願いました。
それでは、子どもたちはどんな目標を考えているでしょうか？きっと一人ひとり真剣に考
えていることと思います。何かを成し遂げようとするときには、まずは、目標を決めます。
そして、それを実現するために、日々努力を続け、最後まで、「初志貫徹」の心意気を忘れ
ないことが大切であると思います。私たち教職員も、今年一年間、子どもたちが元気で明る
く楽しい学校生活が送れるように、そして目標が達成でき着実に成長できるよう精一杯支援
していきたいと思います。
さて、本日より、第３学期が始まりました。３学期は，１月９日から始まり，３月２６日
までの，５３日間になります。６年生は，３月２２日（卒業式）までの５１日間と３学期は
１番期間の短い学期になります。そこで、しっかりと学年のまとめをして、新しい学年に向
けての心構えや準備をしてほしいと思います。そして、毎日を元気に安全に過ごしてほしい
と思います。
終わりになりましたが、保護者の皆さん並びに地域の皆さんにおかれましても、健康に留
意され、実り多き年になりますよう願っております。併せて、昨年同様、本校の教育活動へ
のご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお願い申しあげます。

歯科健診の結果から
１２月に今年度２回目の歯科健診がありました。歯科校医の先生から、全体的にはよく歯みが
きがされていて、むし歯のある子が少なかったということでした。ピンクの用紙をもらった人は、
早めに歯科医の受診をお願いいたします。これからも、食べたら歯みがきをして、むし歯を予防
していきましょう。

インフルエンザの予防について
さいたま市では、インフルエンザによる欠席者が増えてきています。近隣の学校においても
流行ってきています。流行のピークはこれからです。手洗い、うがいで予防に努め、規則正し
い生活を送り、病気にかからないからだをつくりましょう。
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【３学期の主な予定】
≪２月≫
５日（月）第３回学校評議員連絡会・学校関係者評価委員会？
７日（水）新入学児童保護者説明会（給食あり）
１・２年４時間授業下校 13:50 ３～６年通常授業
２７日（火）授業参観・懇談会（１,２,３年）
２８日（水）授業参観・懇談会（４,５年,なかよし・かがやき）
≪３月≫
２日（金）６年生を送る会
３日（土）管楽器クラブ お別れコンサート
６日（火）授業参観・懇談会（６年）
１２日（月）通学班一斉下校
１９日（月）給食終了 通常日課４時間 下校 13:50
身体計測（3 年,なかよし・かがやき）
２０日（火）特別日課３時間 下校 11:40
１・２年生活習慣等調査〆切
２２日（木）お別れ式 卒業証書授与式
給食週間 19 日まで 児童集会（給食）
２３日（金）特別日課３時間下校 11:40 6 年臨時休業日
身体計測（1,2 年）書きぞめ課外⑤（選手） ２６日（月）修了式 特別日課３時間 下校 11:40 6 年臨時休業日
生活点検カード記入 16～18 日
避難訓練予備日
《さくら草作業・来春も花が咲きますように・・》
４年生が取り出した
４年生
３年生
クラブ
さくら草の芽を３年生
さいたま市教育委員会・計画訪問（５時間授業 下校 14:50）
が自分の鉢に植えました。
成人の日
第３学期始業式 特別日課３時間下校 11:40
給食開始 通常日課４時間 下校 13:50
さいたま市学習状況調査（３～６年）
１・２年生活習慣等調査配付
安全点検・登校指導 書きぞめ課外③（選手）
さいたま市学習状況調査（５・６年生活習慣等の調査）
身体計測（5,6 年）委員会
読み聞かせ 避難訓練 身体計測（4 年）
６年書きぞめ競書会 書きぞめ課外④（選手）
土曜チャレンジスクール

さくら草ボランティア、PTAの皆さんありがとうございます。
音楽朝会 のびのび相談 day
ノーテレビ・ノーゲームデー
校内書きぞめ展～30 日（火）14:00～16:00
はぴねすタイム
各教室の廊下に
クラブ
掲示しています。

土曜チャレンジスクール
管楽器クラブふれあいコンサート 12:30～
埼玉県児童生徒美術展さいたま市地区展～29（日）
10:00～17:00（うらわ美術館）
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委員会
読み聞かせ なかよし・かがやき作品展見学
（午前・プラザノース）
さいたま市特別支援教育作品展 20(金)・
21(土) （プラザノース）
さ い た ま市 書 きぞ め 展覧 会 大 宮支 部 展～
4(日)9:00～16:00（大宮小）
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１ 月の生活目標 だれにでも、返事をできるようにしよう

１月

６年薬物乱用防止教室

教職員による芽の取り出し

【入選おめでとう!】
〔人権に関する作文〕（１学期実施）≪入選≫
２年 鈴木百合華
３年 神谷莉央
４年 丸山大晶 ５年 熊谷有紗 ６年 西村貫志
〔人権に関する標語〕（１学期実施）≪入選≫
１年 髙橋昴
２年 武田美里 ３年 黑山楓
４年 蓮実優翔 ５年 岡田遥
６年 急式郁
〔「社会を明るくする運動」標語〕
≪特選≫
５年 岩本凛里子 ６年 西村貫志
≪入選≫
１年 多田千夏 ２年 杉山和香奈 ３年 中嶋夏美
４年 野口真子 ４年 市川桃花
５年 佐藤脩
５年 中嶋美紀 ６年 竹田瑠友
６年 國保真奈
６年 長谷川雄大
〔西区夏休み作品展（図画・ポスター・書道）
〕
≪佳作≫ ４年 緒方翔一朗
【スクールカウンセラー井澤さん・１月来校日】
１／１２(金)・２６(金) 来校時間１０：００～１６：４５
【馬宮中さわやか相談員古川さん・１月来校日】
１／２５(木) 来校時間１３：３０～１６：００
※給食費・PTA 会費の口座振替にご協力お願いします。
1/11（木）引落です。（1/10(水)までにご入金お願いします。）

