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【美しい心・美しい環境】

一宮市立浅井中小学校

今年度より浅井中小学校の校長と して 赴任しました

福田

聡

４ 月号

（浅井町出張所内）

校長 福 田

聡

と 申します。どう ぞ よろしく お願いいたしま

す。今年度の浅井中小学校は、４月６日の入学式で ６５名の新入生を 迎え、児童数４５４名（１７学級）、教職員数３２
名で スタ ートしました。
４月３０日には、本校の伝統行事で ある「ふれあい遠足」を 行いました。「ふれあい遠足」で は、６・１年生、５・３年
生、４・２年生のペ ア学年で 、全児童がグ ループ を 作って 大野極楽寺公
園まで 徒歩で 移動して いきます。移動中はも ち ろん、目的地で ある 大
野極楽寺公園・１３８タ ワーパーク内で 行ったウォークラ リーにおいても 、
上級生と 下級生が仲良く 歩く 姿があち らこ ち らで 見られました 。疲れ
た下級生のリュックサックや水筒を 持って あげたり、中には１年生を おん
ぶ して あげたりする 上級生の姿も 見られました。こ のよ う な 取り組み
を 通して 、互いの立場や気持ち を 考えて 行動で きる美しい心を 持った
子ども を 育て て いきたいと 思って います。
また、本校で は、低学年を中心と して 、児童が１年を通して 一人一鉢の栽培活動に取り組んで います。今年度は
地域の方から学校環境に役立て て ほしいと ５００株ほどの花の苗を 寄付して いただ きました。早速、園芸委員会
の５・６年生の児童を 中心に学校花壇やプ ラ ンタ ーに花の移植作業を 行いました 。移植後は、毎日の花の水やり
や花壇の雑草取りな どの活動を 委員会の児童や清掃区域の児童が日
替わりで 行って います。こ れからの季節は、美しく 育つよう にと の願い
を こ めて 、児童が一生懸命に育て て いる色と りどりの花が校内を 飾っ
て く れるよう にな るで しょう 。
こ う した 美しい環境の中で こ そ 、子ども たち の美しい心を 育て るこ
と がで きると 考えています。『で あい

ふれあい

わきあいあい』の合

言葉のも と 、笑顔があふれる浅井中小学校を めざ して 、教職員一丸と
な って頑張って いきます。

６月の主要行事
浅井４小中学校あいさ つ運動
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モーニ ング

６月１日（月）〜5 日（金）

挨拶で

笑顔あふれる

浅井町

『連区２３』 （浅井町連区の活動紹介） ６月１日（月）〜５日（金）９:００〜 76.5MHz

６月１日 地域づく り 奥田、２日 日赤奉仕団 長谷川、３日 連区長 栗本、４日 主任児童委員 木全 、５日 公民館 脇田

浅井４小中学校 学校公開日

６月１１日（木）〜１３日（土）

１３日（土）授業後 小中合同引き渡し訓練

浅井町連区防災訓練

６月１４日（日）９:００〜１１:００

浅井中小学校

浅井４校学校運営協議会連絡会

６月１８日（木）１５:３０〜

浅井公民館

シルバーゲートボール大会

６月１８日（金）9：00〜

尾関グラ ンドコート

シルバーグラ ンドゴルフ大会

６月２８日（日）9：00〜

大野極楽寺グラ ウンドゴルフコース

平成２７年度 浅井町連区 町会長
後列左から

の皆様を紹介します

（撮影 極楽寺 脇田敏光）

柳下 堀尾敏一, 尾関 脇田敏彦、極楽寺 脇田裕嗣

大野 大野亨巳, 河田 尾関克彦、黒岩 松本良祐、平山 加藤
桜の里 加藤雅美、 中列左から

學

河端 内田泰潤德、本郷 石原清孝

新田 河合功二、宝生町 明慶 新、前野

岩田良司、晴林台 加藤幸男

長田 浦山秀幸、所長 葛谷栄司、 前列左から
江森 榎本

（敬称略）

西浅井 野田吉倫

篤、大日比野 小川健一、東尾関 栗本和徳

東浅井 伊佐治康弘、ナビウッディ江森 赤澤エ リ子,西海戸 浅野榮次郎

第５９回児童福祉大会

世界には

きみの輝く

場所がある

浅井町連区児童育成協議会主催 第５９回児童福祉大会ガ、５月１０日（日）浅井中小学校で 盛大に開催さ れた。
保護者と 子ども の代表が、「 こ ども は次の時代を 担う 宝で す。愛情の中にも 厳しさ を も って 健全育成に努めま
す」、「 ぼく たち 、私たち は、運動や勉強に励み、友達みんな と 仲良く し ます。さ らに、将来の夢に向かって 努力し
ます」と 力強く 宣言。参加者７００名が大縄跳び、綱引きな どのゲームを 通して 連帯感を深めるこ と がで きた。

中野市長を 迎え

ソシアルクラ ブ 交流会

５月１４日（木）、一宮ソシアルクラ ブ は中野市長を
迎え、浅井連区団体役員と の交流会を 澤佳で 開催。
堀場会長は「ソシアルクラ ブ は昨年創立４０周年
を 迎え、１２月に記念親睦会を 盛大に開催で きた。会
員の減少と 高齢化が進むが、こ れまで 同様、地域の
親睦奉仕団体と して活動を 続けたい」と 挨拶。
中野市長から「ソシアルクラ ブ は長年にわたり地
域活動に貢献さ れた団体と 伺って いる。その活動は
自助・共助・公助のう ち 、と く に共助の役割を 担って こ られたも ので 、引き続き地域の発展に尽く して いただ きた
い」と エ ールを 送られた。参加者一同、一宮市と 浅井町の将来について 熱い思いを 語り合った２時間でした。

浅井児童館

ふれあいまつり

テ ーマ

みんな で

つく ろう

遊ぼう

楽しも う

５月１６日（土）午前、午後の２回にわたり「ふれあいまつり」を 開催
しました。テ ーマにそって いろんな ゲーム・工作・あそびを 計画、評判
のジバニ ャンワッペンや妖怪ウオッチふわふわコプ タ ー、巨大ジ ェン
ガやヨ ーヨ ー風船な どに子ども たち は大喜び。感想に「 児童館がこ
んな に楽しいと は思わな かった」「 今度は友達と 遊びに来たい」と 書
いて いました。地域の方々にも っと 児童館を 知って も らい、子ども た
ち と と も に利用して も らいたいと 願います。（参加者２３６名、児童館 塩田）
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