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「地域に育て られ」
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真野 な おみ

４月に新年度がスタ ートし、瞬く 間に４カ 月が過ぎ ました。４１６名の児童が全員そろ って 元気に１学期の終業式
を 迎えるこ と がで きたのは、本校の教育活動に対する保護者のみな さ んのご 理解と ご 協力はも ち ろんのこ と 、
地域のみな さ んのご 支援の賜物と 感謝しております。
１学期の本校の教育活動を 振り返って みて 、改めて 地域と の連携を 強く 感じます。その中で 真っ先に思い浮か
ぶのは、『同窓会』のみな さ んで す。本校で は、今年度も 児童の豊かな 心を 育て るための活動と して 、１年生「むか
し遊び」、２年生「 サツマイモの栽培」、３年生「 民話を 聞く 会」、４年
生「 菊づ く り」な どを 予定して います。こ れらの活動で は、同窓会
のみな さ んに様々な 形でお力添えを いただ いています。
５月末に２年生のサツマ イ モの苗植え が行われました。事前に
同窓会の方が耕して く だ さ った 畑に、児童は苗を 植え ました 。同
窓会の方の話を 聞いて 根のな い苗がサツマ イモにな るこ と を 初
めて 知った児童も 多く 、植物の不思議を 感じるこ と ができました。
７月初めに４年生の菊づ く りの打ち 合わせが行われ、８月５日の全
校出校日に、同窓会の方のご 指導のも と 、苗の定植を 行いました。１１
月ご ろ には、地域の行事や学習発表会な どで たく さ んの方に見て い
ただ けるよう 、一生懸命世話
を していきたいと 思います。
ま た 、３年生は、地域の方
や 農協の方の協力を 得て ６
月８日に「 ナ ゴヤダ ルマ ガ エ ルの生息確認調査」を 行い ました。ナ ゴヤ
ダ ルマガエ ルは絶滅危惧種に指定さ れて いて 、こ の辺りで は、河端のご
く 一部の田にしか生息して いません。浅井町も 都市化が進んで いますが、
今年は 70 匹ほどの生息が確認さ れました。こ のよう な 貴重な 生き物が、
こ れからも 地域の田を 住処と して いけるよう に自然を 守って いく こ と の大切さ を 児童は身を も って 実感するこ
と ができました。
こ のよう に、地域の方に教えて いただ く ばかりで はな く 、自分たち がで きる取り組みと して 、６年生は、７月に
「 まち づく り子ども アイディア」に応募しました。子ども らしい夢のよう な も のばかりで すが、児童の思いがいっぱ
い詰まって います。浅井を 大切に思う 気持ち を、こ れからも ずっと 持ち続けて いってほしいと 願っています。
いよいよ２学期が始まります。今学期も 、児童が心も 体も 元気で 過ご すこ と がで きるよう 、温かい声かけや見
守りにご 協力を よろしく お願いいたします。

９月の主要行事
シルバー教養講座（浅井公民館） ８月２４・３１日、９月７・１４・２８日、１０月５・１９・２６日、１１月９日
浅井中学校体育祭

９月１９日（予備２０日）

浅井三小学校運動会

浅井町敬老会（浅井中学校） ９月１３日

９月 2７日（予備２９日）

浅井町の夏祭り
梅雨明けと と も に、浅井町連区各町内で 納涼祭や川祭り、そして 盆踊り大会が盛大に開催さ れました。いず れ
の祭事も その土地固有の歴史と 伝統を 今に伝える 夏の風物詩。そのと き、その場所、その土地が持つ独特の空
気、音、神事、踊り、すべて が調和して 、私たち の心に強く 訴えかけて く れます。今年は、天候にも 恵まれ、多く の
参加者で にぎ わい、夏のひと 時を 楽しむこ と ができました。（地域づ く り 企画広報部会 尾関克彦、佐々木秀人、川路尚子）

７月２５日

８月１・２日

宝生町納涼祭

河田納涼盆おどり大会

８月８日

長田納涼祭

８月１日 高さ 15ｍの山車を 引き出す 黒岩川祭り

８月２日

８月１4 日

８月１日

大日比野神社 天王祭

東浅井納涼盆踊り大会

浅井公民館 鮎つかみどり

８月１日 江森ふれあい盆踊り大会

８月８日

河端町内盆踊り大会

８月２２日

７月２５日

西海戸盆踊り大会

浅井町七夕まつり

７月２３〜26 日

浅井４校の PTA 役員と 子ども たち が学校外活動推進事業で 制作した七夕飾りが 一宮七夕まつり
市民飾り付けコンクールで

一宮七夕まつり協進会長賞を 受賞

（会場 銀座通 ロータ リー）

