
                                        

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

月 火 水 木 金 土 日 

    １ ２ ３ 

１２月    3校 2園あいさつ運動 

幼稚園 DE遊ぼう 

（下幼） 

保護者面談 

（橘中・3年） 

中学生の主張発表（会

場：市役所） 

橘の里歴史講演会（会

場：こゆるぎ） 

 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

読み聞かせ（下小 2・

6 年）あいさつ運動・ 

ALT・給食週間（～8

日）（下小） 

保護者面談 

（橘中・3年） 

ランチルーム５の１

（下小） 

保護者面談 

（橘中・3年） 

年少生活発表会 

（下幼） 

ロードレース（橘中） 

キラキラタイム 

（下小） 

学校保健委員会 

（橘中） 

避難訓練（下幼） 

あいさつ運動（下小） 

ロードレース大会予

備日（橘中） 

小田原民俗芸能保存協

会後継者育成発表会

（下中座クラブの児童

参加） 

 

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 

園外散歩（下幼） 

読み聞かせ（下小 1・

3 年） 

あいさつ運動・ 

クラブ活動 3年見学・ 

清掃強調週間（下小） 

歯科保健指導 1 年（下

小） 

ランチルーム５の２

（下小） 

英語で遊ぼう（下幼） 

 

学習発表会（下小 2

年） 

キラキラタイム（マラ

ソン）・ロング昼休（下

小） 

保護者面談（橘中 1・

2 年） 

サッカー教室（下幼） 

3校 2園あいさつ運動

学習発表会（下小 1

年）保護者面談（橘

中 1・2年） 

 正月用しめ飾り作製

講習会（社協） 

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

学習発表会（下小 3

年）保護者面談（橘中

1・2年） 

園舎外清掃（下幼） 

ランチルーム３の１

（下小）保護者面談

（橘中 1・2 年） 

保育参加・おたのしみ

会（下幼）給食終了（下

小・橘中）・教育相談

日①（下小）災害時救

助訓練（橘中） 

4 年米作り感謝の会・ 

教育相談日②（下小） 

クラス懇談会・第 2

学期終業式（下幼） 

生徒総会（橘中） 

天皇誕生日  

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

冬季休業       

       

       

正月用しめ飾り作製講習会（橘北地区社会福祉協議会） 
今年も１２月１７日 タウンセンターこゆるぎで開催します 

自治会回覧による今年の申込み受付は終了していますが、毎年実施しています。 

稲わら、だいだい、ゆずり葉、うらじろなどを使った本格的なしめ飾りです。 

講師陣作製の手順ごとのサンプルを見ながらの指導なのでとても分かりやすい

です。昨年参加された皆さんも立派なお飾りに大満足でした。 

 

去年の実施風景 

橘中学校災害時救助訓練 (橘北地区青少年健全育成協議会) 
地域で大地震等、日中に災害に見舞われた時、交通機関や通信手段が断たれ、

大人がいない可能性が高いことになります。そこで、地域に居る若い中学生の皆

さんに、自分の身を守ることに加えて、地域の人の助けをすることができるよう

に、様々な知識を身につけてもらっています。 

中学校の賛同を受けてスタートし、現在は授業の一環として実施され、AEDの

取り扱い、消火訓練、簡易搬送法などを生徒たちは毎年真剣に学んでいます。 

 

 

協力団体 

赤十字奉仕団、消防団第 22 分団・橘北地区防災リーダー 

小田原市消防署、相日防災(株)、たちばなの里、前羽青少年健全育成協議会 

小田原市 

 

 

 

「年の瀬」について 

「年の瀬」は「年末」「年の暮れ」を表現する言葉です。年の瀬について“瀬”を辞書で調

べると 

●歩いて渡れるほど水深が浅い川で、水の流れが速い場所。 

●海水の流れや潮流のこと。 

つまり、歩いて渡れるような気もするが、流れが速い為に命がけで、進まなければいけない。

という意味が含まれている。昔の人にとって年末は、たまった支払を清算し、新たな年を迎

える準備をする重大な時期でもありました。お金が無くなると、年が越せなくなるという切

羽詰まった気持ちをこの“瀬”で昔の人は表現したようです。 

 

たちきたっ子の Christmas 

日付：１２月１５日（金） 

時間：午前１０:００〜１２:００ 

場所：橘団地公民館 

 

『たちきたっ子』は幼稚園入園前の

お子さんのための子育て広場で

す。みなさんの参加をお待ちして

います。 

 
＝年末/年始の挨拶＝一言添える言葉を意識してみましょう。 

注意する事、批判する事が出来ても、褒めることは中々できま

せん。そこにねぎらいの言葉があると、とても受け取り方が違

ってくると思います。 

 

東京オペラシティ 



 

 

 

 

 

                                     

  

 

  

月 火 水 木 金 土 日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

元日   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

成人の日 第 3学期始業式 

（下幼） 

朝会（下小） 

幼稚園 DE遊ぼう 

（下幼） 

給食開始（下小・橘中） 

あいさつ運動（橘中） 

卒業記念写真撮影 

（下幼） 

席書会（下小） 

幼稚園交流（下幼） 

席書会（下小） 

百人一首大会 

（橘中２年） 

  

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

読み聞かせ（下小２・

4年）あいさつ運動（下

小） 

ランチルーム３の２

（下小） 

 

百人一首大会 

（橘中１年） 

キラキラタイム（マラ

ソン）・ALT（下小）

定期テスト（橘中 3

年）実力テスト（橘中

2 年） 

あいさつ運動・ALT（下

小）校外学習（下小 3

年）定期テスト（橘中

3 年）職場体験（橘中

2 年） 

 おだわら駅伝競走大

会 

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

読み聞かせ（下小 1・

5年）あいさつ運動（下

小）3校 2 園スクボラ

連絡会 

体験保育（下幼）全日

参観日・ランチルーム

２の１・食育授業 1

年・租税教室 6年（下

小） 

  サッカー教室（下幼）

あいさつ運動・代表委

員会（下小） 

小田原・足柄下地区生

徒会役員研修会（橘

中） 

 

２９ ３０ ３１     

読み聞かせ（下小２・

４年） 

音楽朝会・ランチルー

ム２の２（下小） 

食育授業（下小 2年）     

       

 

 

  

 

下中小学校 PTA では、以前からベルマークと使用済みインクカートリッジの収集をし

ております。 

今回新たに下中郵便局さんのご厚意で、写真の収集箱を設置させていただきました。 

つきましては、今回改めて地域の皆様 

に収集のご協力をお願いいたします。 

※ベルマークは 1点１円、インクカート 

リッジは１本５円となります。（ただし 

エプソンとキャノンに限ります） 

 

子ども達が楽しめるものを購入するための 

財源としています。 

 

購入例： 

一輪車、竹馬 

 

   

橘北地区まちづくり委員会 
    発行：広報･しもなか通信分科会 

編集責任者：下浅（分科科長）副委員長 

発行責任者：委員長 田中 正俊 050-3569-7174                       

  

 

 

 

 

行事・スケジュールは変更になることがありますのでご承知おきください 

どんと（どんどん）焼きとは 

１．無病息災を祈り良い年を迎える                      

正月の松飾りを持ち寄り一ヶ所積

み上げて焚き上げる民間の行事。 

２．田んぼや空き地、道祖神のある

広場で行いました。竹やどんぐり

の木、柳木などに団子を作りさし

て、その火で焼いて食べると一年

間病気をしないと言われていま

す。 

３．火は穢れ浄めるといわれ、正月

の浮かれを現実に戻す意味であ

る。 

  

 

 

   

平成２９年１２月１日号（第６号） 

橘北地区まちづくり委員会 

羽根尾史跡公園からの日の出 

ご意見、ご要望、記事のご要望が 

あれば、右記発行責任者へ 

ご連絡ください。                       

  

 

 

２０１８年１月 

地元の小学校に財源が集められるために下中郵便

局と下中小学校にお持ち下さい！！ 

また、収集箱を置かせてくれる場所も募集していま

す。 

🔔ベルマーク収集にご協力ください🔔 

 

モ～たまくん  


