「つながり」を大切に

地域教育協議会
会長 福徳 健悟
今年度，地域
教育協議会会
長をさせてい
ただきます
福徳 健悟と申
します。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
地域の皆様方におかれましては、平
素よりご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
私は三つの「つながり」を大切にし
ていきたいと思っています。
一つめは「親と子のつながり」です。
二つめは「学校と保護者のつなが
り」です。
三つめは「地域のつながり」です。
私も子どもを持つ親になり実感し
たのですが、子育ては，親だけではで
きないということです。苦しみも伴い
ます。むしろ辛いことの方が多いかも
しれません。何か行きづまったり，心
配事や困り事が起こったりしたとき
に支えて頂けるのが、学校であり、地
域の方々だと思っております。
子どもを育てるのは、親であり学校
であり地域の方々の暖かい心だと私
は思っております。
本年度も色々な行事でふれあい、情
報交換をし、子どもたちにとってより
良い地域づくりをめざしていきたい
と思いますので、どうかよろしくお願
いいたします。

玉川中学校区
地域教育協議会

平成２５年 10 月

平成二十五年度協議会組織
【役 員】
会 長
福徳 健悟 （岩田西小Ｐ会長）
副会長
八木 英行 （玉川中Ｐ会長）
副会長
松本 正則 （玉川小Ｐ会長）
副会長
平川 ゆかり（岩田幼Ｐ会長）
相談役
西村 富雄（玉川小校区自治連合会長）
相談役
中村 嘉孝（岩西小校区自治連合会長）
相談役
森本 広司（菱屋東・南自治会会長）
顧 問
羽間 みさの（岩西小前Ｐ会長）
顧 問
西岡 佳彦 （玉川中前Ｐ会長）
顧 問
松本 正則 （玉川小前Ｐ会長）
顧 問
島崎 恵
（岩田幼前Ｐ会長）
幹 事
今川 雅司 （岩田西小学校校長）
幹 事
樋上 優
（玉川中学校校長）
幹 事
石井 恵子 （玉川小学校校長）
幹 事
上田 律子 （岩田幼稚園園長）
幹 事
小島 令子 （地域コーディネーター）
【事務局】
事務局長 半田 明 （岩田西小学校教頭）
事務局員 北川 大 （岩田西小学校教諭）
事務局員 進藤 義和（玉川中学校教頭）
事務局員 砥出 容司（玉川中学校教諭）
事務局員 新庄 康臣（玉川小学校教頭）
事務局員 満田 邦之（玉川小学校教諭）
会計監査 斎藤 由美子（岩田幼稚園主任）
会計監査 松井 佳美 （岩田幼稚園教諭）

☆「地域交流フェスタ」
・日 時 十二月一日 日( 午)前九時から十二時
・場 所 岩田西小学校 体育館・運動場等
・内 容 オープニングセレモニー・各模擬店

【地域教育協議会のおもな行事予定】
☆「教育講演会」
粟津 千草さん テクノロジー・ネットワーク
（Ｊ・ＣＯＭ）
『あんしんネット教室』
・日 時 十一月二日 土( 午)前十一時より
・場 所 玉川中学校 体育館

21 号

「ウキウキ、ワクワクする幼稚園」
岩田幼稚園
本園は、四季の移り変わりを感じることが出来る環境の豊かな幼
稚園です。四季折々に咲く花々や実のなる木々があり、花や実を使
っての遊びも日々、展開されています。園庭のあちらこちらでは、
だんご虫やテントウムシ、アゲハ、セミ、バッタ等の生きものとの
出会いもあります。見つけた幼虫を世話しながら誕生、成長など、
そのときに指先を通して感じとれる虫の動きに驚きや感動を覚え、
命そのものに触れあいながら、自他のことを考えられる経験へとつ
ながっています。自然体験を通して子どもも大人も感動を共有し合
いながら過ごす園には、笑顔の絶えない１３０名の園児たちが在籍
しています。
七月には、
「全国幼児教育研究大会・大阪大会」の公開保育園と
して、子どもたちが友だちと一緒に夢中になって様々な遊びに取り
組む様子を、全国から来園された方々に参観して頂きました。遊び
がより面白くなるように、年長児が友だちと活発に意見を交わしな
がら工夫してみたり、一つの遊びを繰り返し試しながら気づき、発
見する喜びを味わっていたり、年少児が年長児のように出来るよう
になりたい！と憧れを持ちながら真似をしてみたり、手伝ってもら
ったりしながら思いを実現させていく姿や、ジュース作りや泥・水
遊びで使った水も自分たちで考え、畑や花壇、植木鉢に再利用しな
がら後片づけに励む姿などから、周りの環境に積極的に働きかけて
いる子どもが多く、遊びを通して考える
力や、友だちと協力する力の育ちが感じ
られた、という感想を頂きました。
保護者や地域の方々、異年齢の仲間と
のかかわりの中で、たくさんの喜びや楽
しさを日々身体いっぱいに味わう活動も
大切にしており、いろいろな人の思い、
自分の思いに出合いながら、人として生
きる力をじっくりと育んでいくようにと
願っています。
「きらきら笑顔かがやく」
玉川小学校
本年度、玉川小学校は、七月初旬より三月末まで、耐震化工事、
その後、グランド改良工事と、一年間を通して工事という厳しい年
度となりました。春開催の運動会。子どもたちは新学期早々から、
運動会練習に精一杯がんばってくれました。低学年は、かわいい演
技で、中学年は、元気一杯。高学年は、見ているものに感動を与え
てくれる演技でした。よくぞ、この短期間で集中力を発揮してくれ
たものだと感心しております。また、地域や保護者の方よりお褒め
の言葉も頂きました。そして、夏休みを待たずして、学校が工事の
囲いによってふさがれていき、例年どおりの学習会やプール、登校
日などができませんでした。しかし、そんな中、六年生は東大阪市
体研主催のミニバス大会で優勝という素晴らしい結果を残してく
れました。
この後のグランド改良工事については、隣
にある稲葉ランドを週三回借りる予定です。
工事で、いろんな面で制約をうける一年間で
すが、子どもたちは約束事を守り、元気に楽
しく過ごしてくれております。今後とも、子
どもたちの安全を第一に取り組んでいきたい
と考えておりますので地域の皆様方、保護者
の皆様方のご協力をどうぞよろしくお願い致
します。

「地域とのつながり」
岩田西小学校
本校では、たくさんの地域の方々のご協力をいただき様々な教
育活動に取り組んでいます。
（愛ガードの皆様による登下校の安全確保）
毎日、朝と放課後に雨の日や暑い日、寒い日
にもかかわらず愛ガードの皆様に子どもたち
の登下校を見守っていただいています。
危険な
場所に立って、
子どもたちの安全確保のために
活動していただいております。
遅れてくる子ど
もには、
学校まで一緒についてきていただくこ
ともあります。
愛ガードの皆様と子どもたちとの交流集会
や学習発表会、
給食交流会等の行事を今年も計
画しております。よろしくお願いいたします。
（夏期講座）
毎年、夏休みしかできない体験活動を教職
員のみならず地域や保護者の方々に協力して
いただき実施しています。今年も｢
昔あそび｣
｢
お茶に親しむ」や「お話会」
「しぼりぞめ｣
｢
イラスト・プラ板｣
をはじめ二十講座を開催
しました。普段ではなかなか体験できない講
座も多く、参加した子どもたちは目を輝かし、
一生懸命取り組んでいました。参加児童は延
べ１４７７人になりました。

「いきいき、明るく、元気な玉川中学校」
玉川中学校
本校は、生徒たちが、毎日元気に勉強や部活動、学校行事等に
励んでいます。
平成二十五年四月、樋上 優校長先生の御着任を得て「すべての
教育は子どもたちのために」を努力目標とし、学校・家庭・地域
が、スクラムを組み、力強くスタートをきりました。
五月 三年生は、十一日～十三日まで、沖縄へ修学旅行。自然、
文化、平和の大切さを学びました。また、放課後学習室もスター
トしました。
六月 保護者、地域の方々の応援をいたたぎ、第六十六回運動
会開催。三年男子の組み立て体操、女子のダンスは、今年もすば
らしい演技を見せてくれました。生徒会中心の「あいさつウィー
ク」
。毎朝生徒たちが「おはようございます」と、元気にあいさつ
してくれました。
七、八月 ｢
パワーアップセミナー｣
｢
自
主学習室｣
を開催。夏休み中も、各学年
の補充学習や部活動で汗を流しました。
九月 夏休みの経験を活かし、学習へ
熱心に取り組み、十月、
「玉川タイム」
、
一月、二年生の「職場体験学習」
、一年生
の｢
スキー教室」
、そして、三年生の進路
があります。生徒たちは、これからも｢
い
きいき、明るく、元気に｣
取り組んでいき
ますのでご声援をよろしくお願いいたし
ます。

