令和４年１月
★今年のお正月は・・・★
２日は、家族が揃って太平山神社で、元旦の祈祷をしていただき、小林宮司さんより令和４年は
『壬寅（みずのえとら）』の歳についてのご挨拶のプリントをいただく。『壬寅（みずのえとら）の歳』とは「新
しい命を育むために神前に進み、謹んで手を合わせるための一年」という事だそうです。
“太平山神社に手を合わせ、家に帰って神棚に手を合わせる”その際には、慎みの心を持って手を
合わせることが大切。と記されてありました。毎朝実行できるよう心がけるつもりです。

栗原 和子
(くりはら かずこ)
みずがめ座

★感動したこと（出来事・TV・映画・本など・・・）★
体操の内村航平選手が引退会見で、すがすがしい表情を浮かべ、体操で最もこだわり誇れること
は？「着地です！！」。いつの競技でも「美しい着地」だと、感じていました。
２０２０年１１月８日にコロナ禍の中、開催された国際競技大会東京の（友情と絆の大会）鉄棒で
は、連日の練習の中で努力を重ね“ブレットシュナイダー”を完成させ、スコア鉄棒最高得点
１５．２００であった事を思い出すと涙が止まらなくなります。
２０２１年の東京オリンピックでは残念ながら片手を滑らせてしまいましたが、オリンピック、ロンドン・
リオと２回の金メダルチャンピオン！！後輩たちに向けては、「体操だけうまくなっても駄目だと伝え
たい‼人間性が伴ってないと誰からも尊敬されないし、発言に重みがない。」人間性が伴ってこそ国
民から支持されて結果も伴ってくるのでは。と語っていました。

★今年のお正月は・・・★
今年の１月１日は、母の墓参りをし、父の所へ「誕生日おめでとう（１月１日生まれ）」と‥。
去年は、母も父もそれなりに元気にいてくれお正月をいつもの通り迎えられたのに‥。こんな１月１日
は 初めての事。一緒にいた息子達も「ばあちゃんがいなくなったなんて思えないよな‥」と。寂しいお
正月でした。実家に集まる姉妹がいて、子ども達がいて、孫達がいて、にぎやかなお正月がやっぱり
いいなと、感じた日でした。
★感動したこと（出来事・TV・映画・本など・・・）★
姉の子の（私の姪の子ども）インスタグラムを観ることが、私の毎日の楽しみです。朝起きて、「おは
よう」の代わりに姪の子どもの姿や声やしぐさを、毎日観ても昨日と違うように見えてしまい、一人笑いを
している私です。姉も孫が来ると何にも手につかない様子で、泣いていれば「私が見るよ」と抱き上げ
たり、料理をしていても孫が近づくと気になって仕方がない様子の姉。そんな姉や姪を見ていると、ここ
に母がいたらもっと喜んでいただろうに…と。
一日一日がアッという間に過ぎたように感じてしまうこの頃。反省の間もなく次の日が来てしまう生活
に、今年は見直しをして、一日を大切に過ごしたいと感じています。

稲葉 幸子
(いなば さちこ)
かに座

★今年のお正月は・・・★

久しぶりに、長男が帰省し、長女も、9 月に 2 人目を出産し家族が増え 12 月 29 日から来て我家は、にぎ
やかな日々でした。30 日は、毎年、父親が神棚を掃除して、しめ縄を飾るのですが、今年は、長男と義理の息
子も手伝い、父親より背の高い二人を見ているといつの間にか、親のやることを見て学んでいることに嬉しく思い
ました。
そして、お正月三が日は、お雑煮を食べます。そのつゆは、31 日に大鍋で芋・人参・大根・椎茸・ごぼうを入
れて作るのが中山家のつゆです。お雑煮を食べながら、子どもや孫がそろい家族みんなで新しい年を迎えられ
たことが何よりの幸せのように思います。今年も、家族みんなが笑顔で過ごせる 1 年になりたいものです。(^^♪
★感動したこと（出来事・TV・映画・本など・・・）★

中山 年江
(なかやま としえ)

第１０１回全国高校ラクビ―大会で國學院大學栃木高校が準優勝するまでの吉岡監督や怪我をして出ら
れなくなった主将白石君のために仲間が一眼となって頑張る記事を見て感動しました。特に吉岡監督の【人間
形成を主眼におき《一部員である前に一生徒であれ》】を部訓としてきたことに感銘をうけました。私も保育士と
して「～が上手・～ができる」だけで評価するのでなく、子供たちが、人間として、社会とかかわる人として【生き
る力の基礎を培う】ことが大切だと思います。そのため、一人ひとりの思いに寄り添い丁寧な援助ができるよう質
の向上に研鑽していこうと思います。

いて座

★今年のお正月は・・・★

毎年恒例、元日のお墓参り。私の実家と主人の実家のお墓に、子どもや孫達と一緒にお線香とお花を
持って、ご先祖様にお正月のご挨拶をしてきました。その後は、実家にお顔出し(*^▽^*)。お正月と言えば
『お年玉！』 孫達はみんなからお年玉をいただきニッコニコ(^^♪。（まだ、お金の価値が分からないので、
中身より袋を見ていっぱいもらったと喜んでいました。）大人達は、昔頂いたことを忘れ、「あ～大変！」と
渋そうな顔をしていました(*´з`)。
主人の実家のお墓参り時の事です。桶に水を汲んでいると、４歳の孫が２歳のいとこの手をとり、小橋家
のお墓まで『俺にまかせろ！』と２人で歩き始めました。４歳の孫は年少組。こんなにも頼もしくなって、と嬉
しくなりました。（大人たちはその姿を見守ることに。どこまでもまっすぐ歩き続ける２人。とうとう行き止まりにな
り、立ち止まって後ろを振り向くと誰もいません。なんて悪い大人達でしょう。にやにやしながら、その姿を楽し
そうに見ていました。）
★感動したこと（出来事・TV・映画・本など・・・）★

昨年８月末に生まれた５人目の孫。１月６日に送ってきたライン（写真）で寝返りをしているではありませ
んか!(^^)! 首が座ったばかり…と思っていたのに寝返り！なんて、子どもの成長は早いのでしょう！
1 月９日にスタジオアリスで、「ばあばと５人の孫」という設定で写真撮影をしてきました。スタッフさんの
あやし方が上手な事！びっくりです。さすがプロ！そして、こんな機会を設けてくれた子ども達に感謝です。

小橋 久美子
(こはし くみこ)
いて座

★今年のお正月は・・・★
毎年食べるお雑煮。今年も作って、家族と一緒に食べました。いつもと同じようにダシを作り、その中に
丸もち・数の子・かまぼこ・ぶり・ほうれん草を入れ、「いただきま～す」。いざ食べてみると、ダシの味は薄くて
いまいち・・・。食べ終わってみれば、たっぷりのかつお節をかけ忘れたことに気づく始末（涙）。今年は、抜け
抜けのお雑煮からの始まりとなりました（笑）。

渡邉 花枝
(わたなべ はなえ)
おひつじ座

★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★
先日、まん丸い月が夜空に浮かんでいる姿を見ました。雲が流れ、その隙間から見えるお月様、光り輝き
夜空がどんどん広がって行く美しさや雄大さにうっとりしてしまい、何とも言えない気持ちになりました。今年
最初の満月（1 月 18 日・火）は、地球から最も遠い満月で『マイクロムーン』とも呼ぶそうです。
ちなみに、最も地球に近い満月は 7 月 14 日に見ることができる予測のようなので、楽しみにしていたいと
思います。

★今年のお正月は・・・★
近所の神社に家族で昨年一年の感謝を捧げ、今年の幸せを祈願してきました。
ゆっくりと家で過ごし、”充電”できたような（？）気もします。
★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

年末の TV の特番で”ドラゴン桜”を観ましたが、大変感動しました。
受験という大きな目標に向かって一癖も二癖もある生徒達が挑戦していくお話。今まで観たことがなか
ったのですが、この経験を通し、桜木先生の「自分の信じる道を進め！」という言葉が心にささりました。
私も自分の人生を生き抜く力を自分の力で身に付けられるよう、遅ればせながらがんばっていきたいと
思いました。

宮田 貴子
(みやた たかこ)
おひつじ座

★今年のお正月は・・・★

久しぶりにゆっくり過ごしたお正月。箱根駅伝や音楽番組を観たり、ハードディスクに
録画していた番組を見たりと、映像の世界を楽しんでいました。
…色々な香りの珈琲を片手に、美味しいお菓子を食べながら…幸せを感じたお正月です。
補足ですが、『昔ばなし法廷』という番組が斬新でとても面白かったです。昔ばなしの
登場人物（動物）が、お話の中で行った行為を現代の法律に照らし合わせたら、罪に問わ
れるのでは…という、裁判員裁判制度のような形式の視聴者に考えさせる番組でした。
不思議な世界観ががありましたが、物の見方は一つではない…と感じた内容でした。

手呂内 幸代
(てろうち さちよ)
うお座

★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

那須野が原ハーモニーホール・ニューイヤーコンサート『オペラ “ラ・ボエーム”ハイライト』を鑑賞
してきました。プロの声楽家の素晴らしい声量と美しい歌声、また伴奏ピアニストをされた方の音の素晴
らしさに魅了されました。また、舞台装置はテーブルと椅子のみ、その他はプロジェクションマッピングで
フランスのカフェや雪の降る街を演出されており、イタリア語の日本語訳も歌に合せて流していただけ
たので、情景が目に浮かびました。
コロナの影響から、舞台を観るのは本当に久しぶりだったので、心癒される時間でした。

★今年のお正月は・・・★

家族で太平山神社に初詣に行ってきました。元旦はきっと混むだろう…と思い、３日のお昼
ごろに向かってみると、早々に渋滞…。折り返して夕方１７時頃に出直しました。今度はスム
ーズに駐車場まで進みました。すっかり暗くなってきたので、キレイな栃木の夜景も見れまし
た。お参りを済ませ、おみくじを引いた後は、夜景をバックに家族で記念撮影も撮れました。
★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

コロナのオミクロン株が流行する前は、感染者数がずいぶん落ち着いていたので、２学期の終業式、
３学期の始業式は約２年ぶりに全園児がホールに集まっての集会ができました。１２月の集会ではサンタ
さん登場に目をキラキラさせ、各学年の歌を歌ったり、１月の集会では先生方の「１年中のうた」「もしもコ
ックさんだったなら」の歌（コックさんに変身した先生達の踊り付き(^^♪)）を聴いたりできました。
全園児での楽しい雰囲気での集会。とても懐かしくもあり、実現できたことがとても嬉しかったです。早く
コロナが終息して、安心して楽しい集会がたくさんできるようになるようになるといいな…と思います。

寺内 美佳
(てらうち みか)
おひつじ座

★今年のお正月は・・・★
毎年、箱根駅伝を楽しみに見ています。今年は青山学院大学の優勝、素晴らしかったです。
一人ひとり、選手の皆さんが、この日に至るまでには、並々ならぬ努力があることも感じ、
画面越しで「頑張れ！」「頑張れ！」と応援に力が入ってしまう私です。
★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★
冬休み明け、元気な子どもたちに会えた事が、とても嬉しかったです。
朝は、気温が低く、寒いけれど･･･、登園して「おはよう」と元気な挨拶、子ども達の無邪気な笑顔に
「ほっ」と心が温かくなりました。

氏田 志保
（うじた しほ)
ふたご座

★今年のお正月は・・・★

毎年、親戚からついたお餅を頂いて正月を過ごすのですが、今年はお餅が貰えず、少し
残念なお正月でした。毎日２・３個は食べていましたが、今年は昨年よりも食べなかった
ので、自分ではそんなに太らなかったと思います。多分…。

★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

１２月中旬、友達と久しぶりに会って、栃木市のカフェに行ってきました。ご飯を食べようと思って行く

鈴木 由花
(すずき ゆうか)
おとめ座

と、バイオリンの演奏会でご飯は食べられないと言われてしまいました。お店に入るかどうか悩んでいた
のですが、友達が「せっかくだから」と演奏を聴くことに。コロナで気軽に配信などで観ることができるよ
うになりましたが、実際に目で見たり、耳で聴いたりすると、吹奏楽部で演奏したことを思い出し、ワクワ
クしました。コロナが落ち着いたら、様々な場所に行ったり、見たり、食べたりして感性を豊かにしていき
たいと思いました。

★今年のお正月は・・・★

今年のお正月は、年末に家族で作ったおせちを食べながら、家でゆっくり過ごし
ました。外出できない事は残念ですが、家族と過ごす時間が増えて良かったと思い
ます！
★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

年末年始にかけて、家にいる時間が増えた時、ふと思い出したのが園の子ども達の笑顔で
した。お家で楽しいお正月を過ごし、園で新しい年のスタートが楽しく始まれるようにと、お正月
飾りを作って園に飾りました。
園に来た子ども達が喜ぶ顔と、ちょっと会わない間に出来ることが増えたことに感動しました。

稲葉 成美
(いなば なるみ)
かに座

★今年のお正月は・・・★

家族全員が揃いました。東京在住の長男が土産物として持ってきてくれた海産物で、
美味しく贅沢に年越しをしました。
今年も一年家族ひとりひとりが、健康で穏やかに過ごせるように祈り、賑やかに過ごし
ました。
何と言っても、おせち料理は特に作れませんでしたが、柚の黄金煮は、みんなに喜ば
れ、ニコニコの私でした。

森田 信子
(もりた のぶこ)
おとめ座

★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

時間に追われる日々で、心に響く事柄を感じ得られないほどの日常になっていたことに、改めて気づ
かされました。
そんな中でも、小さな幼いお子さん達が一つひとつ、言葉を獲得したり、自立の一歩を踏み始めた
時は、本当に嬉しくて感動します。
心は、いつもみずみずしく保ちたい！ 心がけていきたいです。

★今年のお正月は・・・★

毎年川口の実家に帰っていたのですが、コロナになってからは県をまたぐのは心配なの
で自宅で静かにお正月を迎えました。

★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

コロナが一時終息に向かって落ち着いてきたとホッと安心したところに新たなオミクロンがすごい勢い
で増えはじめています。安心して暮らせる生活が少しでも出来るように祈るのみです。
コロナがまだまだ先が見えない時にトンガ沖の火山噴火は１００年にあるかないかの規模だったという
ことですが、その影響が日本列島にまで及ぶエネルギーがあったというのは驚きでした。

沼尾 恭子
(ぬまお きょうこ)
ふたご座

★今年のお正月は・・・★

コロナ禍なので、遠出はせずに家族で神社に行き、その後は実家へ行き、食事をごちそ
うになりました。お正月前から次男がカニを丸ごと食べてみたいとおねだりをしていたの
で、祖父母がカニを用意してくれていて大喜びでした。
楽しいお正月になりました。
★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

影山 直恵
(かげやま なおえ)
さそり座

年末に大そうじをしていたら、長男が積極的に手伝いをしてくれました。今までは面倒くさいと言い、
ちょこっとやっては遊んでいたのですが、「オレの方が背が高いからやってやるよ･･･」と、言い方は
ぶっきらぼうでしたが、カーテンを外してくれたり、レールをふいてくれたりと、すごく嬉しい出来事でした。

★今年のお正月は・・・★

今年も帰省を断念。
時間ができたことで、子どもたちが、きんぴらや筑前煮などのお正月料理作りに挑戦し
てくれました。料理本片手に、にぎやかなお正月を迎えることができました。
★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

冬休み中に、「いわむらかずお絵本の丘美術館」へ行ってきました。
「ねずみのでんしゃ」や「１４ひきシリーズ」が大好きで、子ども達が小さい頃に何度も読み聞かせて
いた絵本でしたが、美術館でその原画を見て、息子や娘が「この本知ってるよ！」「よく読んでいた
よね」と内容を思い出しながら楽しそうに会話していました。原画に感動し、娘は自分のおこづかい
で絵本を買っていました。素敵な絵本との出会いは、いくつになってもいいものだなぁと感じさせられ
ました。

赤羽根 真弓
（あかばね まゆみ)
うお座

★今年のお正月は・・・★

家族で近くの神社へ行き、一日も早く日常が戻る様お願いをしてから、
ゆっくりとしたお正月を過ごしました。

★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

柴田 裕美

元旦に早起きをして初日の出を見た事です。
何か良い事がありそうです(#^.^#)

（しばた ひろみ)
てんびん座

★今年のお正月は・・・★

家でのんびり、美味しい物を食べながら TV 三昧！
そして、昨年末に購入した任天堂スイッチで家族で❝ 桃鉄❞ で白熱したバトルを繰り広げ、
盛り上がりました（笑）
★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

コロナ禍で運動不足になり、体重は増え…体力は減る…という現象に。
（きっとコロナだけのせいではないでしょう）そんなこんなで最近、山登りを始めました。つい先日、近場
の太平山を登ってきました。思っていたよりも、全身運動で結構キツかったですが、山の上まで登った
時の達成感と上から見る壮大な景色にとても感動しました。

鈴木 美歩
（すずき みほ)
おひつじ座

★今年のお正月は・・・★

今年の初詣は上三川の白鷺神社に行きました。御祭神は日本武尊（やまとたけるの
みこと）で、境内には長さが日本一（12.2m）の平和の剣や巨大な絵馬も飾られてい
て、その大きさに圧倒されました。
いつもは太平山神社にお参りすることが多いのですが、行ったことのない神社へお
参りするのも新鮮で面白いです。

鈴木 宏子
（すずき ひろこ)
いて座

★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

年末の大掃除は、子ども達に、玄関タイルのブラシがけや、２階の掃除機がけ、トイレ掃除もお
願いしてみました。２人で相談しながら進め、時にはケンカする声も聞こえてきましたが、意外にし
っかりきれいに仕上がっていました。成長を感じるとともに、信じて任せてみるのも大事だなと思いま
した。

★今年のお正月は・・・★

夫が年男という事もあり、近場の神社巡りをし、御朱印を頂いてまいりました。
各神社様、干支（お正月限定）の御朱印もされており、とても素晴らしい虎の絵と
素晴らしい筆文字です。
★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

１月半ばに息子の吹奏楽発表会を鑑賞しに行きました。コロナ禍ということもあり、有観客での開催
は久しぶり。
夫のつてで前日に、東京フィルハーモニーのさかはし矢波さんと音楽談義をした息子。
刺激を受けたこともあり、発表会では、楽しみながら演奏している姿を見て感動しました。

鴇田 里香
（ときた りか)
おうし座

★今年のお正月は・・・★

久しぶりに親戚とのんびり過ごしました。娘達はいとこに書き初めを教えてもらったり、
コマやカルタなど、お正月らしいお正月になりました。

金沢 菜穂子
（かなざわ なおこ)

おひつじ座

★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

毎年恒例となった、元旦の山登りに今年は１年生になった娘と私も初挑戦しました。想像していたよりも
ハードな道のり… 速いペースに心が折れそうな母をよそ目にスイスイ登って行く娘たち。”負けないぞ”と
気合で何とか登りきると、真っ白な富士山が！空気が澄んでいる日だったので、くっきりと見えて思わず
感動してしまいました。
来年も一緒に登れるように、体力づくりに励もうと思います。

★今年のお正月は・・・★

去年のお正月は、コロナ禍真っ只中ということもあり、初詣は主人に代表して行ってもらいま
した。今年は、娘三人も連れて家族全員で初詣へ！
おみくじをひいたり、気持ちの良い１年のスタートが切れました。
★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

絵本の整理をしていた際に、「泣いた赤おに」の本を見つけ、「子どもの頃に読んだなぁ」と思いながら、ふと
読み返したくなり読んでみました。ストーリーは分かっていましたが、最後の青おにが赤おにに向けて書いた手
紙、赤おにの涙、友情、信頼、後悔…。大人になってからでも、このお話から得る物が沢山ある、深い作品
だと思いました。娘たちにも読み聞かせていきたいと思います。

★今年のお正月は・・・★

今年のお正月も実家へは帰らず、自宅でゆっくり過ごしました。おせちやお雑煮を食べ
たり、年末に買ったパズルやスクラッチアートで遊んだり、家族でダラダラと１日パジャ
マで過ごしました。

坂本 久代
(さかもと ひさよ)

おうし座

★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

箱根駅伝 ～駿河台大学・今井選手～
ご存知の方も多いかと思いますが、今井選手は元・中学体育教諭の３１歳だそうです。年齢の壁も
あったのか、順位を下げ、20 位でタスキを繋ぐことになりましたが、彼のその姿は、悔しさではなく、と
ても誇らしげに見えました。タスキを繋いだ選手は教師時代の教え子だそうです。大学への編入や、
箱根駅伝の出場と年齢に関係なく、自分の夢に向かって走り続ける姿にとても感動しました。

★今年のお正月は・・・★

今年のお正月は、家族でゆっくり過ごしました。息子も「お正月」というのが分からず
一昨年は過ごしましたが、年末についたお餅を食べたり、おせち料理を食べたり、姉とカル
タをして遊んだり、凧あげをして遊びました。
子ども達は「お正月って特別だね。楽しい。」と大満足していて楽しいお正月になりまた。
★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

クリスマスの時に、子ども達が祖母から絵本をプレゼントしてもらいました。その絵本は「おやくそく絵本」
という本です。挨拶は生活リズム等、たくさんのお約束がかいてある本です。
私も子育て真っただ中で、子どもと一緒に読んでみました。子どもたちは、すごく真剣に聞いてくれて、
子どもも大人もすごくたくさんのことを吸収できる本だと感じました。

宇賀神 朋美
（うがじん ともみ）
おひつじ座

★今年のお正月は・・・★

久しぶりに実家へ帰省をして、とても短い時間でしたが、家族の元気な顔を見られて安
心しました。
あとは、のんびり、ゆっくり家で過ごすお正月となりました。

市川 瑠美
（いちかわ るみ)
おひつじ座

★感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など・・・）★

國學院大學栃木高校、ラグビー決勝出場！！ 準優勝！！です。
毎試合、子ども達と一緒に画面越しに応援させて頂きました。何かに一生懸命に取り組む姿はやはり
カッコイイですね。
我が子達にも今しかできない経験、体験を沢山してもらいたい。そして、何かにつまずいた時には、そ
れを糧にがんばっていけたらいいなと、ラグビーを応援しながら、同世代の我が子へも色々と感じるもの
がありました。

