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「いのちいっぱい輝く」夏休みに
校長

金三津

ひろみ

１学期の始業式、皆さんに大事にしてほしいことを二つお話ししました。
一つ目は、自分を大切にするということでした。どうせ自分にはできない、無理だなどと簡
単に諦めてしまうことなく、目の前のことに、今自分のできる精一杯の力で、取り組むことが
できましたか。
皆さんの学校生活は、毎日が新しいことへの挑戦の連続です。自分は何も挑戦していないと
思っている人がいるかもしれませんが、そんなことはありません。去年まではできなかった勉
強や運動、その他にも、これまでしたことのなかったことで、初めて挑戦したことやできるよ
うになったことがたくさんあります。勉強や運動の中には、今はまだ上手くできないこともあ
るかもしれません。けれども、始めなければ、やってみなければ、いつまでたっても絶対にで
きるようにはなりません。自分を大切にするということは、自分が生きている時間を大切にす
るということです。この夏休みも、いろいろなことに挑戦して、失敗したり、悔しい思いをし
たり、できるようになって喜んだりして、「いのちいっぱい 輝く」ことができるよう願って
います。
二つ目は、自分のことと同じように、他の人のことも大切にするということでした。相手の
気持ちや相手の立場を考える思いやりの心をもち、みんなで気持ちよく、楽しく過ごすことが
できたでしょうか。
校長先生は、この１学期の間、「校長先生、おはようございます」という素敵な挨拶をたく
さんの人にかけてもらいました。「ありがとうございます」「校長先生、熱中症にならないよ
うに気を付けてくださいね」などのあったか言葉もたくさんもらいました。また、皆さんがい
つも真剣に話を聞いてくれているので、自分が大切にされているように感じられて、とても嬉
しいです。学校の中でも、毎日、たくさんのあったか言葉やあったかアクションを見たり聞い
たりすることができました。
皆さんは、全員が、未来につながる大切ないのちと大きな可能性をもって、今ここにいます。
得意なこともよいところも一人一人違いますが、全員が大切な存在であることだけは、みんな
同じです。自分と同じでないところが面白い、違う考えだからこそよく聞いてみたい、そんな
気持ちの人が増えると、今以上に素敵なたかせ小学校になると思います。この夏休みにも、い
ろいろな人とたくさん触れ合って、楽しい気持ちを共有したり、ときには嫌な気持ちを乗り越
えたりして、「強くて優しい心」を育ててほしいと思います。
（終業式の話より）

土砂降りの雨の日もうだるように暑い日も元気に登校し、児童玄関で爽やかな挨拶を
交わしている子供たちの素敵な姿に、毎日、感動していた１学期でした。保護者の皆様、
地域の皆様には、いつも温かいご支援、ご協力を賜り、本当にありがとうございました。
たかせの子供たちの、教師の指導にしっかりと耳を傾ける素直さと他の人に対する温か
さ、目の前のことに一生懸命取り組もうとする誠実さの基にあるのは、「大人を信頼す
る気持ち」だと感じています。理屈や言葉でなく、いつも近くにいる大人の姿を見て、
子供たちは育っていくことを痛感します。もちろん、できないことや足りない部分もた
くさんあります。けれども、まずは子供たちの「よいところ、今できていること、がん
ばろうとしている姿」に目を向け、認めることから始めたいと思います。自分をしっか
り見守り、認めてくれている人の存在は、子供を勇気付け、必ず、次の挑戦へと背中を
押します。子供たちが、自分への自信と勇気を高めることのできる「いのちいっぱい輝
く」夏休みになることを願っています。
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第１回学校評議員会を行いました
７月 12 日（木）に、本年度第１回の学校評議員会を開催しました。今年度も７名の方
々（名簿参照）に評議員をお願いしました。山本敏夫さん（東布施民生委員児童委員協
議会会長）、氷見美由紀さん（たかせ小学校ＰＴＡ会長）は、今年度、新たに評議員を
お願いした方々です。
平成 30 年度 学校評議員の皆様（敬称略）
当日は、お忙しい中、評議員の
谷島 傳俊
東布施自治振興会長
皆様全員にご出席いただきまし
田村
登
田家自治振興会長
た。また、東布施駐在所の中崎さ
んにもご同席いただき、児童の登
谷川
真
元中学校長
下校時の交通安全や地区での安
中谷 久實子 田家保育所園長
全に関わることについての協議
山本 敏夫
東布施民生委員児童委員協議会会長
に加わっていただきました。
木本 加代子 学童保育（たかせキッズ）顧問
最初に学校より、学校経営方
氷見 美由紀 ＰＴＡ会長
針、アクションプラン等について
説明した後、協議を行いました。
1 年間よろしくお願いします。
評議員の皆様からは、「登下校
を含めた児童の安全確保と通学経路の危険箇所」「児童の地域での挨拶の状況」「スク
ールバス運行に関わる緊急連絡の在り方」「運動会の保護者席やテント設営のきまり」
等について協議していただきました。
協議された内容について簡単にお知らせします。
・今月から、青色回転灯パトロールカー（青パト）による防犯パトロールを週２回に増
やして実施することとした。下校時間に合わせて午後３時半から４時半頃を目安に巡
回し、スピーカーで安全の呼びかけも行っている。青パトにはドライブレコーダーも
搭載しており、防犯につなげたい。
・自転車乗車中の子供たちの危険な様子を見かけることがあり心配している。数名で一
緒に走っているときが特に危険である。地域・家庭・学校で、飛び出しの禁止や一時
停止の徹底などを繰り返し指導していく必要がある。ヘルメットの着用については、
ほとんどの子供が徹底しているので、今後も継続するとよい。
・以前より地区で要望していた学校周辺道路の「ゾーン 30 指定」（区域を定めて時速
30 キロの速度規制を実施）について、地区住民の理解のもと進めていきたい。
・地域での子供たちの挨拶が以前と比べても、大変上手になってきている。保育所でも
小学生を見習って挨拶するようにと、子供たちに話している。
・囲碁教室では、教室が始まる前にどの子も宿題を頑張っている。「パワーアップノー
ト」という言葉も子供の口からよく聞こえてくるので、子供にとって身近なものとな
っているのではないかと感じる。
・スクールバスの運行時刻が急に変更になった場合の連絡方法を検討してほしい。
⇒ ①保護者のみでなく、祖父母にも教育安全メールへの加入をお願いし、メールで
の連絡を行う。
②大雪等によりスクールバスの運行に支障が生じる非常時に備え、ＰＴＡで地区
ごとの連絡代表者等を決めていただき、地区での連絡協力をお願いする。
などの方法を検討しています。
・運動会前日からの観覧用場所取りがエスカレートしている。保護者席や個人用テント
の設営等のきまりを検討するとよい。
⇒ ①ＰＴＡと相談のもと、準備や運動会の運営・進行に支障のないようにきまり（場
所や時間等）を決め、その徹底を図る。
評議員の皆様からいただいたご意見を生かし、今後も学校の経営改善に努めていきた
いと思います。
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今年度のクラブ活動を紹介します！
クラブ活動は、４・５・６年生が共通の興味・関心を追求する活動を通して、自主的、
実践的な態度を育て、一人一人の個性の伸長を図ることを目当てとして行っています。
子供たちは、このクラブ活動の時間を、毎回とても楽しみにしています。今年度は、10
のクラブを組織し、１学期に５回の活動を行いました。
伝統芸能

地域の指導者から祭りのお囃
子（横笛）の指導を受けました。

イラスト 漫画を描いたり、プラ板作りを
したりして絵を描くことを楽しみました。

ゲーム オセロや囲碁、チェス等のゲーム
やウノ等のカードゲームを楽しみました。

パソコン 撮った写真をお絵かきソフト
で加工し「アイディア写真」にするなど、
パソコンを使った活動を楽しみました。

科学実験・自然観察 電気パンやべっこ
う飴作りを通して、科学の面白さを体験し
ました。

バドミントン ルールや基礎的な技能を
身に付け、ダブルスのゲームをして楽しみま
した。

おやつ（料理） フルーツポンチやパフ
ェ、チョコパイ等のおやつ作りを楽しみま
した。

ボール キックベースやサッカー、水球等、
いろいろな球技を楽しみました。

地域探検 自転車で石田浜や総合運動公
園等へ出かけ、その途中や行き先で地域の
よさを発見しました。

紙工作 ゲストティーチャーの指導を受
け、素敵なシャドーボックスを作りました。
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Ｐ Ｔ Ａ 教 養 講 座 「 AED･心 肺 蘇 生 法 講 習 会 」

7/12

今年度も、夏季休業中のプール開放を前に、ＰＴＡ教養講座「ＡＥＤ・心肺蘇生法講
習会」を開催しました。黒部消防署の救急救命士さん２名を講師に、保護者の皆様、教
職員等、約 30 名が受講しました。
倒れている人を発見したときには、①迷わず救急車を呼ぶ（119 番通報） ②救急車が
到着するまでの間、周りの人と交代で心肺蘇生（特に心臓マッサージ）を行う ③ＡＥ
Ｄを使う などを教えていただきました。「万が一」は、ないに越したことはありませ
んが、「備えあれば憂いなし」の諺のように、万が一に備えることが大切です。ご参加
いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。なお、本校のＡＥＤは児童玄関奥
のグラウンド出口にあります。来校の際に、一度ぜひ、ご確認ください。

４・５・６年

ネットトラブル防止教室

7/19

魚津警察署より生活安全課少年警察補導員の田村
恵子さんにお越しいただき、４～６年生を対象とし
て、「ネットトラブル防止教室」を開催しました。現
代の子供たちは、気軽にインターネットが利用できる
環境で暮らしています。アンケートの結果では、本校
でも全校の約８割の子供が「携帯電話やスマートフォ
ン、ゲーム機等を使用して写真を撮った経験がある」
と答えており、「メール等の通信をしたことがある」
と答えた子供も約４割います。今回の教室では、「インターネットは楽しいけれど、危
険もいっぱい」をテーマに、世界中の人と瞬時に繋がるインターネットでは、「軽い気
持ちで」「悪気なく」したことが取り返しのつかない大きな出来事になる危険性もある
ことを教えていただきました。受講後、「自分はゲーム依存症になりかけているかもし
れない」と話している子供もおり、自分事として真剣に話を聞いていたことが伝わって
きました。
便利で役に立つ道具だからこそ、子供たちが正しく使うことができるように指導する
のは大人の役目です。子供たちが被害者にも加害者にもなることがないように、ご家庭
でも子供と話し合い、使い方のルールや約束を決めるとともに、使い方をしっかりと把
握していただくようお願いします。

今後の主な行事予定です

☆ ＰＴＡ関連行事

７月 25 日（水）夏季休業日（～8/31)
６年・公民館行事「陶芸教室」
26 日（木）１年・田家保育所交流会 ４年・公民館行事「長のり巻きづくり」
27 日（金）1 年・東布施保育所カレーパーティー
30 日（月）３年・公民館行事「七夕・焼きおにぎりづくり」
８月 7 日（火）５年・公民館行事「そばづくり教室」
10 日（金）ラジオ体操最終日
13 日（月）お盆の学校閉庁（～15 日）
21 日（火）校内水泳記録会（3・４年）
22 日（水）校内水泳記録会（１・2 年） ☆PTA 第 4 回運営委員会 19:30～
24 日（金）校内水泳記録会（５・６年）
ＰＴＡ親子美化活動
25 日（土）☆PTA 親子美化活動 8:00～
８月
25 日(土) ＊雨天決行
９月 ３日（月）２学期始業式 給食開始
＊参加者:1～6 年 保護者･
学校集金口座振替日
3～6 年 児童
5 日（水）☆第３回 PTA 全体委員会 19:30～
・｢PTA
親子美化活動のご案内｣をご覧く
15 日（土）たかせ小学校運動会（雨天順延）
ださい。
17 日（月）㊗敬老の日
・雨天の場合は校舎内のみの作業となりま
18 日（火）振替休業日
す。全員、雑巾を持参願います。
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