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編集後記

森田

それは突然のことでした︒補
導部会を終えた私と目が合った
当時のＰＴＡ副会長さんが駆け
寄って来て﹁森田さん︑広報部
の部長をしてくれませんか？﹂
とおっしゃったのです︒さらに
数名の役員さんもいらして﹁ど
うしても広報部の部長が決まら
ず︑困っている﹂とのことでし
た︒もう断れませんでした 笑
(
)
初めての広報部︑初めての部
長︑大変なこともありましたが︑
先生方や︑副部長︑部員さん方︑
印刷所さんのおかげで二年間︑
計六回のいちょうを発行するこ
とができました︒ありがとうご
ざいました︒
ところで︑皆さんはＰＴＡ活
動にどのようなイメージをおも
ちですか？仕事をしているので
負担に感じる︑面倒くさそう︒
そう思われる方も多いのではな
いでしょうか？私もそうでした
しかし︑実際に経験してみると
たくさんの方々と接する機会を
いただき自分にとってとてもプ
ラスになったと感じています︒
そして︑娘に頑張っている母の
姿を見せられたこともいいこと
の一つだと思っています︒
皆さんも次年度はＰＴＡ活
……
動にどっぷりハマってみてはい
かがでしょうか？
きっと世界が変わりますよ！
広報部

卒業おめでとう
六年保護者 田島 麻里子

いっしょに手をつない
で入学したのが昨日のよ
うです︒長いと思ってい
た６年間もあっという間
でしたね︒
一つ一つの出来事に自
分の努力と先生方やお友
小学校生活を
達の協力で乗り越え︑心
私自身も長男の入学時︑ も身体も一段と大きく成
ふり返って
長した６年間︑本当に頑
川内から引っ越しして︑
学年監事長 栫 栄子
年間この小学校に関わって 張りましたね︒どこか感
小さかった︑我が子
慨深い心境です︒
き
ま
し
た
︒
そ
の
間
た
く
さ
ん
の手を引いて︑入学し
無事に卒業を迎えるこ
の人に出逢い︑人に支えら
た６年前︒
れ︑感謝しています︒ 年 とができたのも多くの
卒業生の皆さんに
方々のおかげと感謝して
間
で
︑
学
ん
だ
こ
と
は
︑
自
分
とってどんな小学校生
おります︒
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
し
た
︒
活でしたか？
中学でも︑夢に向かっ
自分は大丈夫だと自分自身
あなたたちは︑この
に言ってあげることでした︒ て笑顔で楽しくたくさん
小学校で多くのことを
卒業生の皆さん︑これか のことを体験して更なる
学び︑うれしかったり︑ らは人生の選択です︒あな 成長を楽しみに応援し続
悲しかったり︑いろい
たが︑自分自身の気持ちを けます︒
ろな経験をしてきまし
聞き︑本当にやりたいこと
た︒勉強や友達の間で
を進んでいき︑自分自身の
学んだことは︑必ず自
道
を切り開いてください︒
分の財産になります︒
あなたたちは︑本当に良
く頑張りました︒
１０７名の卒業生の皆さ
ん︑並びにに保護者の皆様︑
卒業おめでとうございます︒

きらりちゃん
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６年生のみなさんへ
担任

山﨑 斉顕

末廣 英恵

６年生の皆さん︑ご卒業おめでとうござ
います︒明るくユニークな人が多く毎日が
とても楽しい日々でした︒本番に強い皆さ
んは︑運動会の長縄で三百十八回という最
高記録を出しました︒あのときの皆さんの
うれしそうな表情は今でも鮮明に覚えてい
ます︒また︑クラスが心を一つにして動く
ことの素晴らしさを感じた瞬間でありまし
た︒

卒業おめでとう
担任

四月からはいよいよ
中学生︒みんな無限の
可能性を秘めています︒
自分の思い描く将来に
向かって努力してくだ
さい︒もし︑一人でで
きないことにぶつかっ
ても︑友達と力を合せ
れば大丈夫︒中学校で
も友達と協力して充実
した時間を過ごしてく
ださい︒

﹁卒業までの残りの日々を考えると休みが
一人一人の個性を奏
来るのは嫌だ︒もっとみんなで過ごしたい︒﹂ で︑六年三組という
と日記に書いてきた友達︒そう思えるほどみ 素敵なメロディを作
んなが学校を六年三組を好きでいてくれる
り上げてきました︒
こと︑とても嬉しいです︒
毎日の何気ない日々︑
四月にみんなで決めた学級テーマは﹁メロ 授業も休み時間も楽
ディ﹂︒ときには上手くいかないこともあっ
しかったなあ︒笑顔
たけれど︑お互いに助け合い認め合いながら がたくさんあふれて
いたなあ︒
四月からはいよい
よ中学生︒期待と不
安でいっぱいのこと
でしょう︒でも素直
な心をもっている皆
さんなら大丈夫︒自
分を信じて友達や家
族︑周囲の人に感謝
しながらどんどん自
分の道を前進して
いってください︒そ
して︑自分だけの輝
くメロディを奏でて
いってくださいね︒
大好きな皆さんの
幸せを心から願って
います︒

卒業する君たちへ
担任

米山 修一

卒業おめでとうございます︒卒業する君
たちに伝えられることがあるとすれば
﹁己を知り︑努力せよ︒道は開ける︒君の
人生は君が決めるのだよ︒﹂
ということです︒
二組の人たちには伝えましたが︑小学生
の頃の先生は︑勉強ができませんでした︒
そんな先生が︑今こうして先生になれたの
は︑中学校から大学生まで努力をすること

校長

上園 拓郎

今年を振り返って

2組

運動会といえばお弁当！
広報部員に聞きました！
お弁当︑作る？注文する？
だけは︑忘れなかった
からだと思っています︒
途中気付いたことも
あります︒努力は必ず
しも報われるわけでは
ないということです︒
闇雲に努力し続けてい
ても成果は上がりませ
ん︒どう取り組めばよ
いか様々な人に聞きま
した︒自分なりに考え
取り組みました︒常に
考え続けることで光が
見えます︒このことは︑
何も勉強に限ったこと
だけではありません︒
これから先︑楽しい
こともありますが︑つ
らいことも必ずありま
す︒そのことから逃げ
たとする︒それは君の
道︒つらいことに対し
て立ち向かおうとする︒
それも君の道︒みんな
には︑どう生きるかを
自分自身で決め︑決め
たことに責任をもって
生きてほしいと︑切に
願います︒幸せな人生
を歩んでください︒

児童数６０３人︑世帯数４
科としての道徳科︑外国語
６５戸︑職員４４人の大規模
科︵移行期間︶がスタート
校ですが︑おかげさまで大き
します︒
な事故もなく一年が過ぎよう
また︑現中学３年生から︑
としています︒
大学進学の際のセンター試
今年度は︐コミュニティ・
験が変わります︒学校では︑
スクールとしての初年度でし
﹁児童の主体的・対話的で深
た︒このコミュニティ・スクー
い学びを実現するための授
ルは︑学校と保護者・地域の
業改善﹂を進め︑学力の向
方々が学校運営に参画し︑
﹁地
上に力を入れていきます︒
域と共にある学校﹂をめざす
なお︑学力向上には家庭
ものです︒今年度︑各校に﹁学
学習が不可欠ですので︑家
校運営協議会﹂が設けられま
庭と協働で子どもたちの学
した︒保護者の代表としてＰ
力向上を図っていきたいと
ＴＡ会長西田氏も参加して学
考えています︒
校の教育上の課題解決に取り
今後ともご協力よろしく
組んでいただいております︒
お願いします︒
さて︑ＰＴＡ会員の皆様に
は︑西田会長をはじめＰＴＡ
役員をリーダーとして︑全て
の会員の皆様に学校教育活動
を後押ししていただき︑誠に
ありがとうございました︒お
かげさまで︑子どもたちは︑
心も体も大きく成長しまし
た︒心より感謝申し上げます︒
現在学校では︐平成 年度
の教育課程作成を行っていま
すが︑４月から新学習指導要
領も一部実施され︑特別の教
30
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平成30年２月13日と20日のクラブ活動は、来年度
に向けて、3年生も見学をしていました。興味深
そうに各クラブを見学し、体験もしていました

クラブ活動見学
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入学したばかりの
６年生の子どもたち
本当に大きくなりました。

はらだ みゆう

クラブ活動の見学
三年

四年生になったら始まるクラ
ブ活動の見学がありました︒
私は︑どんなクラブがあるの
かドキドキしながら見てまわり
ました︒
たっ球クラブでは︑ラケット
を持たせてもらい体けんをしま
した︒
他にもいろんなクラブがあり
ました︒
わたしもやってみたいクラブ
をいくつか考えて︑みんなと楽
しくクラブ活動をしていけたら
いいなあと思いました︒
四年生になるのが今からとて
も楽しみです︒

半成人式

半成人式が、平成30年2月28日に開催されました。
半成人式は、成人の2分の1の年齢である10歳を迎えたことを記念して
行われる行事です。

半成人を迎えて
四年二組 中武 美結
わたしは︑半成人を迎えました︒
一年生になる前に買ってもらった
ランドセルや︑校庭が広く感じた
一年生のとき︒二年生のときには︑
みんなを見守ってはくれたイチョ
ウの木が台風で折れてしまった︒
生まれて十年間︑たくさんの人が
ささえてくれた︒そのおかげで︑
半成人になれたので本当にありが
たいなと思います︒
大人になるまであと十年です︒
今は︑もう四年生です︒五年生︑
六年生は高学年になります︒やさ
しくて︑たのもしい高学年になり
たいです︒家族のみんなに十年間
言えなかった︑ありがとうの気持
ちを伝えたいです︒

久保弘英

一年間を振り返って
総務部長
総務部の主な業務はＰＴＡ会費
の集計・転入教職員歓迎会・ＰＴ
Ａ総会資料の製本・運動会時の接
待・年度末に開催される先生方を
送る夕べがあります︒
３年前に部長の役を引き受ける
まではＰＴＡの活動はすべて妻に
任せていた私にとってはこれらの
行事をこなせていけるか少し不安
はありましたが︑他の部員の中に
経験豊富な方がたくさんいてくれ
て︑その方々の協力のおかげでこ
れまで行事をこなすことができま
した︒それは今年度も同様で私自
身は大船に乗っているような感じ
でした︒また部員以外にもＰＴＡ
会員皆様の協力にも大変助けられ
た一年でした︒
例を上げますとＰＴＡ会費につ
いては大多数の方が期日までに納
めてくれたので２日間予定してい
た集計作業が今年度は１日で終わ
らせることができました︒また︑
転入教職員歓迎会にも多くの方に
参加いただき私が思っていたより
も多くのビールが飲まれて少し予
定外でしたが︑その分大いに盛り
上がったのではないかと思いまし
た︒
こうして皆様のおかげで我が子
の卒業と共に私の役目も終わりを
迎えることになりました︒本当に
色々とありがとうございました︒

なわとび大会が、開催されました。
各学年の子どもたちが様々な技や記録に挑戦していました。

はじめてのなわとびたいかい
一年三組 ひがし小ぞの ゆうか

原稿の作成や依頼︑回収︑ＰＴ
Ａ新聞の仕分けなど︑部員一丸と
なり取り組みました︒

広報部の部会の風景

慣れないことばかりで︑部員の
方々︑ＰＴＡ三役の方々︑そして
前部長にもいろいろ相談しながら
の部長という役目をすることがで
きました︒
貴重な経験をさせていただき︑
今までは知り得ることのできな
かった︑たくさんの学びをを得る
ことができました︒
御協力いただいた皆様本当にあ
りがとうございました︒

わくわく︑どきどきした︑なわとびたいかいがあ
りました︒
わたしは︑チャンピオンしゅもくの︑まえとびと
あやとびのれんしゅうをいっぱいして︑にんてい
しょうをもらいました︒そして３ばんをとることが
できました︒まえとびをながくとんで︑とちゅう︑
すごくくるしかったけど︑いっしょうけんめいがん
ばりました︒
クラスでしょうじょうをもらったとき︑れんしゅ
うを︑がんばってよかったとおもいました︒らいね
んは︑一ばんになりたいです︒

保健部とこの一年
保健部

昨年度より保険部長として活動を
してきました︒
昨年度は︑初めてのことで一つ一
つの活動をやり遂げる事で精いっぱ
いでした︒２年目になり︑改善点等
が見えてきました︒一人一人の負担
を数人で分担することで一人一人の
負担が軽減され大きな力となる︒
﹁一人は皆のために︑皆は一人のた
めに﹂という言葉がありますが︑私
一人ではできません︒部員そしてＰ
ＴＡ役員の方々の力で活動は成り
立っているのだと感じました︒
本年度は︑各学年の副部長さん方
に委員会の出欠確認等をしていただ
き負担が軽減されました︒
委員会後のトイレ清掃も毎回汗を
かきながらきれいにしていただきま
した︒暑い日も寒い日も部員さん方
の協力でスムーズに行うことができ
ました︒学校医の先生方や外部講師
の方の講演も拝聴しとても勉強にな
りました︒
日々子どもと共に成長し︑子ども
のために学び成長していくことが自
分にとっても力になっていくのでは
と感じた一年間でした︒

橘木 輝美

最後に３月の終わりには総務部最
後の行事である先生方を送る夕べ
も計画しておりますので︑歓迎会
以上に盛大なものになりますよう
多数の参加をお待ちしております︒

なわとび大会

半成人おめでとう

榎並 哲郎

３人目のこどもを串小にあずけ
ている父親の独りごとです︒
あー知らないことばかりだった
と一年を振りかえりいままで家内
にＰＴＡのことは全てまかせっき
りだったことを反省しながら︑Ｐ
ＴＡ活動に参加することでの︑楽
しみや喜びの日々︑新たな発見と︑
子どもだけでなく親としての成長
も感じることができました︒
そうなんです︒ＰＴＡの活動は︑
人としても子どもをあずける親と
しても年齢に関係なく︑好奇心や
探究心︑そして︑幾つになっても
学びたいという心のどこかに眠っ
ている大人になって忘れてしまっ
た向上心を呼びさまさしてくれる
ものでした︒
ＰＴＡ役員という大きな仕事を
いただき︑就任した際には︑たく
さんのご迷惑をおかけしたと思い
ます︒そんな中でも西田ＰＴＡ会
長をはじめとする皆様のご協力で
チーム串小として活動できたこと
に︑人と助け合う大切さを痛感し
た一年でもありました︒
学校︑地域︑子どもたち︑そし
てＰＴＡにたずさわってくださっ
たすべての皆様に感謝の気持ちで
いっぱいです︒本当にありがとう
ございました︒

ＰＴＡ副会長

感謝︑感謝の一年間

四年保護者 今村 雅代
いつも一緒だった幼かった娘
ももう十歳︑半成人を迎えまし
た︒この十年で様々なことを経
験し︑お友達も増え︑娘の世界
はどんどん広がって︑最近では
本人に任せることの方が多く
なってきたように思います︒
それでもときには甘えたくな
る日もあるようで︑そんなとき
は娘が満足するまで抱っこ︒そ
れだけのことなのにとてもうれ
しそうな娘︒これからはこんな
風に抱っこをせがんでくれるこ
とも少なくなっていくのでしょ
う︒成長はうれしいけれど少し
寂しくもあります︒
﹁もう﹂十歳で﹁まだ﹂十歳の
半成人︒これから益々﹁もう﹂
の方が増えていくであろう娘の
成長を見守りつつ︑娘のどんな
気持ちにも寄り添える親であり
たいと思っています︒

ＰＴＡ活動をふり返って
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