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別れの季節

４ 月号

浅井町地域づ く り協議会
（浅井町出張所内）

一宮市立浅井中学校 校長 坂井 辰美

新芽が芽吹き、 日差しも暖かさが増してきました。 一歩一歩
春が近づいてきているよう です。 この時期学校は別れの季節に
なります。 毎年送り出す学年には特徴があります。 特に今年の
３ 年生は私と一緒に浅井中学校に入学してきた生徒ですので、
３ 年間の思い出を共有してきました。 入学式の時のはにかんだ
表情。 部活動が始まり必死に頑張る姿。 キャンプを楽しむ姿。
修学旅行での民宿で過ごす様子。 勝利を目指して真剣に頑張っ
た地区大会など１ 年１ 年彼らの成長する姿を確かめることがで
きました。 特に３ 年生になってからは２ 年生までの様子と打っ
て変わり、 落ち着いた学校生活が送れるよう になり、 浅井中学
校をしっかりと支えることができました。 そんな生徒も進路選択という 、 人生における初めての大きな選択
の前では不安になる場面がありました。しかし、一つ一つの壁を着実に乗り越えながら卒業期を迎えました。
３ 月に入ると３ 日に卒業生を送る会、 ５ 日に卒業式と卒業関連の行事が続きます。
卒業生を送る会は２ 年生の生徒会役員や実行委員が中心となっ
て準備から当日の運営までを担います。 また、 この会は１ ・ ２ 年
生が３ 年生から浅井中学校の伝統を引き継ぐ会でもあります。 会
では、 ３ 年生との思い出をスライド にまとめたり、 劇「 アナと雪
の女王」 ？を演じることで３ 年生を笑顔にしたりしました。 生徒
会役員を中心とした実行委員が２ 時間余りの会を立派に運営する
ことができました。 最後には、 ３ 年生が学年合唱で会全体をしめ
てく れました。 １ 、 ２ 年生にとっては来年度に向けて大きな一歩
となる会となりました。
卒業式は、 一宮市教育委員会教育委員をはじめ多数のご来賓
を迎え、 挙行しました。 卒業生には式辞として「 学びて思わざ
れば、すなわちく らし、思いて学ばざれば、すなわちあやう し。」
という 言葉を紹介し、 学び続けることや熟考することの大切さ
を伝えました。 卒業生は、 ９ か年の義務教育を終え、 友人や教
師との別れを惜しみながら、 涙の混じった笑顔で巣立っていき
ました。 多く の生徒は卒業後公立高校一般入試を迎えます。 こ
の原稿が配付されるころには、新しい一歩を踏み出しています。
人生の新たな１ ページを切り開こう とする、 すべての卒業生に
幸多からんことを祈念しています。

４月の主要行事
愛知県議会議員選挙

４月３日（金）告示

４月１２日（日）投開票

浅井 4 小中学校

４月６日（月）小学校入学式

一宮市議会議員選挙

４月１９日（日）告示

投票にお出かけく だ さ い

４月７日（火）中学校入学式・小中学校始業式

４月２６日（日）投開票

投票にお出かけく だ さ い

一宮市社会福祉協議会浅井支会総会

４月２８日（火）14：00〜 浅井公民館

浅井町地域づく り協議会期首総合会議

４月２８日（火）19：00〜 浅井公民館

『で きたよ

かけたよ

たのしいよ』

第５３回

一宮手をつな ぐ子らの教育展

２月６日（金）〜９日（月）一宮スポーツ文化センタ ーで 、第５３回
『できたよ

かけたよ

一宮手を つな ぐ 子らの教育展が開催さ れました。

楽しいよ』をメ インテ ーマに、浅井中学校の交流学級、３小学校のく すのき学級・ひまわり学級・

たんぽぽ学級、そしていずみ学園のお友達が創造的で個性豊かな 素晴らしい作品を発表してく れました。
大きな 一歩の子も 、小さ な 一歩の子も 、一人ひと りの成長を支え、共に喜びたいと 思います。

交流学級共同作品 こ の作品は３月２０日（金）〜２９日（月）も りのギャラ リーで開催さ れた
浅井中 リトルアーテ ィスト展 で同校美術部の生徒作品と と も に展示さ れました。

中・右 ひまわり学級のお友達の２作品

浅井児童館 ひな まつりゴーゴーゲーム大会
２月２８日（土）、今年度最後の行事「 ひな まつりゴーゴーゲーム大会」 を 開催
しました。趣向をこ らした昆虫太極拳やジャンジャラ ポーズ、ビンゴゲームな ど、
みんな 大喜び、楽しいひと と きを過ご しました。職員一同子どもたちの笑顔を見
な がら、健やかな 成長を 祈りました。（参加数は 62 名）。
も う すぐ 春休みです。一般来館での利用を待っています。卓球やゲームな ど
自由に遊ぶこ と ができます。利用時間は 9 時 30 分〜17 時 30 分です。（塩田）

小学６年生

ビンゴゲームの賞品を選ぶ子ども たち

出前授業 で 中学校の授業を 体験

３月１１日（水）浅井中学校の先生が小学校を 訪ね、今春中学校に入学する小学６年生を 対象に出前授業を実施しま
した。中学に進学すると 、こ れまでの学級担任制から教科担任制に変わります。南小は体育と 理科、北小は数学と 英語、
中小は国語と 社会の２教科ず つ実施。中学生活に早く と けこ みたく ましく 育ってほしいと 願います。

南小・理科 「食塩水で虹を作ろう 」

北小・英語 「１〜２０の数、誕生日の会話」

我が子を 守る・地域ぐ るみで守る

『浅井子ども 見守り隊』

中小・国語 「竹取物語を 音読」

ボラ ンテ ィア募集

浅井３小学校では、かねてより保護者や地域の協力を得て『浅井子ども 見守り隊』を発足さ せ、児童の登下校時に
おける交通安全指導やあいさ つ運動、不審者対応な どの見守り活動を続けてまいりました。現在、南小３５名、北小３７
名、中小１６名が登録、さ らに増員を求めております。頻繁に行きかう 交通車両から子供たちを守り、下校時、不審者か
らの犯罪被害を防ぐためには一人でも 多く の方々の協力が欠かせません。「都合のつく 時に、都合のつく 場所で」見
守ってく だ さ い。申込みは小学校の教頭までご 連絡願います。（学校運営協議会 奥田義徳、尾関光芳、小塩高義、足立賢一）

河田堤防の押しボタ ン信号を 横断

頻繁に行きかう 車両を 避けて 尾関歩道橋に向かう 児童

前野公民館交差点を 横断

