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校長 三宅 裕一

私たちは人生の中で数え切れない人たちと出会います。その一人一人をすべて記憶することは

できませんし、覚えようとも思つていないでしょう。「人は人生において、出会うべき人と出会

う。それも遅<もな<早 <もな <」 。私たちが望むと望まないとにかかわらず、出会うべき人に

はどこかで麟ず出会う、というのです。悩み、迷い、悲嘆に<れ、落ち込み、自信をな<してい

るとき、それにかなうような答えやヒントを<れる人とどこかで出会っている、ということなの

でしょうか。他力本願でも、他者依存でもありません。ただ、その人との出会いを私たちが生か

しているかどうかは別なのです。人の心がすがるように何かを求めているときに、ピタリとはま

るような言葉があると思うのです。それが、「生きることを支える」言葉に他ならないと思つて

います。自分の思いを伝えたい。でもうま<できない。そんなとき、「この言葉は・・・」「こ

の文章は・・・」。求める,いのすき間に入り込んで<る言葉が嚇ずあるのです。

教師は、さまざまな場面で「ことば」を送る機会の多い仕事です。しかし、自分の思いを的確

に伝える言葉もあれば、無理やり相手の心をこじ開け、グサリと突き刺すような言葉もあります。

ですから、一つでも多<の心の琴線に触れる「ことば」をストックしてい<こ とが大切です。そ

の一つの手段が「読書」だと思つています。ジャンルはなんでもいいから、本屋さんで「読みた

い」と思う本を購入しますc書かれている内容が頭や心にはっきりと残ることより、いろいろな

方向からた<さんの言葉や文章が飛び込んで<る ことへの期待や楽しみのほうが大きいからで

す。「読書とは ?」 などとあれこれ考えるより、とにか<読めばいい、これが私の読書です。読

みたい一冊の本を、時間を作って―気に読む人の力が多いかもしれません。読書は人それぞれ、

その人なりのやり方がベス トだと思います。
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9月 28日 (上 )、 さわやかな秋晴れの下とはいきませんでしたが、今年は予定通り、運動会

を開催することができました。 9月 上旬は暑い日が多<、 熱中症の危険性もあり、グランドを使

つての練習がなかなかできませんでした。しかし、限られた時間と状況の中で、子どもたちは精

一杯、全力で向かう姿がありました。スローガン『 全力疾走 ～一人一人が力を出し切り、突

き進め～ 』をかかげての取組です。一人一人が競技や演技・応援の練習そして各係の仕事に、

練習や準備の段階から全力で取り組んでいました。

当日はそうした全力疾走の姿が全校一体となり、当日の感動を創り出すこと

ができま した。勝利や集団美を目指 し、全力を出 しま した。そ して、全力を出

し切ったからこそ、勝 って泣き、負けて泣<こ とができたと思います。大きな

感動を味わつた一日になりました。

運動会の開催に際 し、保護者やご家族の皆さま、地域の皆さまのご参観、ご協力

に厚<お礼申し上げます。



奇源口楓にご協力ありがとうございました
9月 8日 (日 )に は、今年度第 2回 目の資源回収を実施す

ることができました。 PTA役員・保護者 。地域の皆様には
ご協力を賜 りましたことに感謝します。
前回の資源回収で、運動場内が混雑するということで改善

を図りました。その甲斐あってか前回、前々回と比べて多少

混雑が和らいだように感 じました。ありがとうございました。

収益金については、各品日の単価が下がつていることもあり、

減収となりましたが、本校の教育活動のために有意義に活用

させていただきます。

次回第 3回 目は、 11月 24日 (日 )を予定してお ります

多少寒い時期ではありますが、ご協力をお願いします。

【結 団 式 】 全 力 疾 走 ～一人一人が力を出し切 り、突き進め～
今年の運動会のテーマは 「全力疾走」

～一人一人が力を出し切 り、突き進め～

でしたが、運動会の当日はもちろんのこ

と、練習や事前の取組の段階から仲間と

協力し、優勝を目指す姿に感動しました。

高学年だけでなく、それを見ていた低学

年も「自分たちもああなりたい」と思っ

てくれたことでしょう。

ここ数年は雨に見舞われ、予定通 りの

日程で実施できていませんでしたが、今

年は子どもたちの願いが通じたのか予定

通 り開催することができました。

多くの保護者、地域の皆さんに見守られ、子どもたちは精一杯の姿を見せてく

れた運動会でした。

根本川探検
4年生は、 2回 目の根本川探検に行ってきました。「根本川」という

とピンと来ない方も多く見えると思いますが、大原川の支流になりま

す。根本川は少 し流れも穏やかで、子 どもたちも入 りやすい川になっ

ています。地元の川にはどんな生物が生息 しているのかを体験 してき

ました。

子どもたちの中には、「こんなにたくさんの生き物がいるんだ」とか
「魚以外にも生息しているんだ」というような声が多くあがっていま

した。捕ってきた生き物は、早速水槽などに入れて観察していました。

生態系が崩れるといけないので、川に逃がしたりもしました。

保護者や地域の方も子どもの頃にはよく川遊びをした記憶が蘇って

くると思いますが、根本地域には自然がいっぱいあります。是非、探

検 してみてください。

品 名 数  量 単価 市奨励金

ダンボール 4っ650 kg 8円 4円

新  聞 19.500 kg 7円 4円

雑  誌 6,590 kg 6円 4円

ぼろ布 400 kg 4円 4円

牛乳パ ック 1.360 kg 7円 4円

アル ミ缶 430 kg 60円 20円

収益金の合計 247.280円

多治見市奨励金 168.600円

総   計 415,880円

戦争体験から学ぶ
夏休み明けには、 6年生が総合学習の一環として多治見空襲などに

ついて学習 しました。この学習については、岐阜新聞でも紹介されま

したが、子 どもたちの意見には、「絶対に戦争はしてはいけない」「戦

争による悲濠1を 三度 と起こしてはいないJと いったものや 「今の時代
に生まれて幸せだ」といった意見もありました。実体験をした方が少

なくなる中、語 り部さんの思いを受け継いでいくこと、これが私たち
の役害Jで もあります。

梅岡さん、吉田さんには貴重な体験を語つていただき感謝 していま

す。



10月 の行事予定
※行事予定については変更の可能性がありますのでご了承ください。 多治見市立根本小学校

下校予定時刻

14:20～

員会自係会(運動 )

連れ去り未然防止担全校14:55下校

クラブ

福祉体験6年

業式(5時間目)集団下校14:30

挨拶で絆の日②後期始業式

3年バロー見学

2年社会見学.5年社会見学(色別下校)

員会 車い

童集会(4年音楽祭)

中職場体験～25日 Jヽ学校音

検尿② PttA本部役員会19100～

クラブ(3年生クラブ見学

(濠1団うりんこ)′]ヽ泉 体験～30日全校15:20下

全校集会(後期

高齢者擬似体験o
予定時刻は一応のめやすですので、5～ 10分の誤差はお許し下さい。



11月 の行事予定
※まだ変更の可能性があります。 多治見市立根本小学校

日 曜 日
下校予定時刻

行事予定
14:20～ 15:20～ 16:05

1 金 1,2年 3～ 6年 高齢者擬似体験6年 社会見学 1年

き

恙鏃

5 火 1～ 3年 4～ 6年 根本小人権週間～9日

6 水 一斉下校 13115 研究発表会(共栄小)おんがくのたね6年③

7 木 1～ 6年 ハイパーQU2回 目 尿検査(予備 日)

8 金 1～ 3年 4～ 6年

9 土 親子一斉下校11:30 教育の日・教育講演会 (午前3時間授業口給食なし)

莉
黎鰊巡尿当Ⅷ蝋コ1澳燒贔深:総夭忍 姿藝ミ 磋靱蠍涙襦魃
又 莉

12 火 1～ 3年 4～ 6年 体重測定6年 口あおぞら

13 水 1年 2～ 6年 体重測定5年  千窯見学3年

14 木 一斉下校 13:15 自然の家合宿5年 市教研

15 金 1～ 4,6年 ↓ (5年色別下校)

顆 邑

18 月 1～ 4年 5,6年 委員会

19 火 1～ 6年 冬 日課開始 体重測定4年

20 水 1,2年 3～ 6年 体重測定3年

21 木 1～ 6年 体重測定2年  持久走取組開始

22 金 1～ 6年 15:20 体重測定 1年

靱膜閻 鶉ヾ袂魃

25 月 1～ 3年 4～6年 クラブ

26 火 1～ 6年 12:50集団下校 就学時健診

27 水 1,2年 3～ 6年

28 木 1～ 6年 薬物乱用防止教室6年

29 金 1～ 3,5年 1社会見学4年・6年(色別下校 )
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予定時刻は一応のめやすですので、5～ 10分の誤差はお許し下さい。


