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バトンを つな ぐ『運動会』

４ 月号

一宮市立浅井北小学校

（浅井町出張所）

校長 樋 野

仁

９月２７日、平成２７年度運動会を 開催しました。今年は、２学期が始まって か
ら雨の日が多く 、思う よ う に練習が進みませんで した。しかし、「 つな ご う よ
勇気と 絆の

ぼく らのバトン」のスローガンのも と 、一生懸命練習に励み、運

動会当日を 迎えました。
運動会当日で は、さ らに上を めざ して 次へのバトンを つな ぐ ために、３つの
役割を 意識して 活動しました。１つ目は、主役と いう 役割。高学年の組立体操
を はじめと して 、すべての競技、演技に全力を 尽く して 取り組みました。２つ目は、脇役と いう 役割。応援団を中心
に、主役と して がんばる姿を 認め合い、気持ち を 込めて 応援しました。最後に、裏方と いう 役割。器具係や放送係、
演技係、召集係、会場係な ど運動会がスムーズに進行して いく ために責任を も って 取り組みました。子ども たち
が３つの役割を はたし、う まく 結びつく こ と で 、感動的な 運動会を 完成するこ と がで きました。そして 、浅井北小
学校の心のバトンを 確実につな いで いく こ と ができました。
運動会で は、来賓や地域、保護者の皆様に温かい 声援や拍手を たく さ ん
いただ き、ありがと う ご ざ いました。地域や保護者の皆様と 職員が一丸と な
って 、浅井北小学校の子ども たち の成長を 支援して いきたいと 考えて いま
す。
最後に、２学期より東尾関の皆様に、見守り隊に参加して いただ きありがと
う ご ざ います。今後と も 、浅井北小学校の子ども たち を 温かく 見守って いた
だ きますよう お願いいたします。

悲惨な 戦争から解放さ れて７０年

浅井町地域づく り協議会

浅井町戦没者戦災死没者合同追悼式

平成２７年度期央総合会議

１０月１日（木）、浅井公民館で 浅井町戦没者戦災死没者

１０月９日（金）、浅井公民館で浅井町地域づく り協

合同追悼式が執り行われました。遺族な らびに浅井町団

議会・期央総合会議が開催さ れ、所管事業の取組検

体役員７０名が参列、先の大戦に教えられた多く の教訓

討と 市地域ふれあい課・森副主監による提案事業

と 平和の尊さ を 深く 心に刻み、２８０余の御霊に献花。

説明がありました。（２９年度から３年間、約４００万円）

大会スローガンを掲げ 中学校体育祭

小学校運動会

さ わやかな 秋空の下、９月１９日（土）に浅井中学校の体育祭、９月２７日（日）
に浅井３小学校の運動会が、大会スローガンを大きく 掲げ盛大に開催さ れま
した。
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浅井南小 5・６年 騎馬戦
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浅井中 ３年 ムカ デリレー

浅井北小 ５・６年 浅北 BOM・BA・YE〜心をひと つに〜

浅井中小 ５・６年 浅井中島の戦い 2015

三世代交流ニ ュースポーツ大会

１０月４日（日）、高・壮・少年１７チーム１８０余名が浅井中小学校の屋内運動場に
集い、ストラ イククッショ ンボール・リングリングゲーム・わな げ・アキラ ッシュゲー
ム及びマグダ ーツに挑戦。好プ レー・珍プ レーが続出、笑いと 悲鳴が響く 中、マ
グダーツでパーフェクトの２名にはひと きわ大きな 拍手が送られ、世代を超えた
楽しい大会と な りました。 （浅井町長寿会 大塚）

ひと り暮らし老人のふれあい

「楽しいつどい」

１０月１６日（金）、浅井公民館で「楽しいつどい」が開催さ れました。１５０余名が
参加、「みづほ保育園児の合唱・手話」に目を細め、「浅井大正琴」や「ひだ まり
のオカ リナ演奏」に懐かしい歌を口ずさ み、おいしい昼食を共にして、和やかで
楽しいつどいと な りました。現在、ひと り暮らし老人や寝たきり老人について、民
生児童委員と 各町内協力者が一体と な って見守りネットワーク事業に取り組ん
でおりますが、さ らに本年末、新規事業と して、市に登録している７０歳以上のひと り暮らし老人に、連絡先や救急医療
情報を保管する「緊急情報キット」を配布して緊急時に備えるこ と と しています。 （民生児童委員協議会 前田）

ソシアル講演会

「今の中学校事情について」

一宮市立浅井中学校 校長

上田隆司

１０月８日（木）、浅井公民館で「 今の中学校事情について」と 題する上田校長先生の講演がありました。先生は、①中学校
教師の仕事は義務教育最後の３年間を 受け持つ中で 、授業・学級運営・部活指導を 通して 子ども たちの自立を 目指すこ と 。
②ネットやテ レビゲームは学んだ 記憶を忘却、学力を低下さ せている。めあてを定め学年プ ラ ス 1時間の学習を薦めている。
③潜在化するいじめ対策には道徳教育の重視と 昔の井戸端会議のよう に大人同士のネットワークを広げ地域で見守るこ と
が大切。今が大人の出番。いつの時代も 、大人が仲良く な れば子供は必ず 良く な ると 結ばれた。（学校運営協議会 奥田）

１１月の主要行事
浅井町文化祭

１１月１日（日）

浅井中学校 フェステ イバル １１月７日（土）

あざ いさ わやかウオーク １１月１５日（日）（予備２３日）
浅井南小学校 学習発表会１１月２１・22 日（土・日）

浅井町ピカ ピカ 大作戦 １１月８日（日）（予備２２日）

第２回浅井４校学校運営協議会連絡会 １１月１９日（木）

浅井北小学校 学芸会１１月２１日（土）

浅井中小学校 学芸会１１月２１日（土）

