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助け合いの素晴らしさ

教務主任 水上 克彦

ご家庭の皆様におかれま しては、今回の地震で大変な思いをされたことと思います。お見舞
い申し上げます。本校でも少なからず地震の影響があ りました。その一つが、私も引率教員 と

して参加 した 5年生の滝野宿泊学習です。台風 21号の影響で、自然学園は停電状態で した。

照明はもちろん、ポンプが止まった関係で水も出ません。それでも「できます。大丈夫です。」

と自然学園の職員の方は明るくおつしゃつてくれま した。見ると炊事場や手洗い場には水を入

れたタンクがず らりと並んでいました。それ とは別に、飲料水用の 2Lペ ッ トボ トルが入 つた

箱が山積みになっていました。子 どもたちはその水を使つて給水 した り、手洗いや炊事を した

りすることができま した。ただ、当然ですが、タンクの水はどんどん減っていきます。そのた

びに職員の方は水場 と何往復 もして、重い水タンクを運んでくれました。さらに、ランタンや
自家発電機につないだ投光器 も設置 されていて、照明も心配の無い状態になつていま した。こ

うして、滝野 1日 目の活動は滞 りなく行 うことができたのです。自然学園の職員の方々の心遣
いに、感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。夜になると停電も復旧し、水道 も使えるよ
うにな りました。「これで 2日 日も大丈夫だな。」と確信 したのですが・…。

夜中の 3時頃のことです。建物全体を突き上げるような揺れ と、ガタガタと一斉に鳴 り出 し
た窓の音で 目が覚めま した。す ぐに子 どもたちの所に行つて、安全確認 と落ち着かせ る声かけ
を行いま した。幸い建物に被害は無 く、子 どもたちも全員無事で した。その後、再び停電。ラ
ジオか ら入つてくる情報をかき集めると分かったのは 「大規模な地震が発生 したこと」「広域
で停電状態であること」「被害が甚大な地域 もあること」で した。電気 と水に関 しては、台風
による停電に備 えていた物をそのまま使 うことでカバーができます。問題は朝食 と帰 りのバス
です。朝食は調理 した物を運んでもらう予定だったのですが、「停電のため、パンや牛乳など
は用意できるが調理は難 しい。」 とのことでした。それでも自然学園の職員の方々が熱心に交
渉 して下さつた結果、コロッケや卵焼き、魚のフライなど、調理 した食材が時間通 りに届いた
のです。困難な状況の中でここまで用意 してくれたことに感激 しつつ外を見ると、出発の 2時
間も前なのに、もうバスが外に停まっています。「間に合わないと子 どもたちが大変だか ら、
早めに出てきま した。」 と運転手 さんはおっしゃって くれま した。

宿泊学習に関わつた方々が子 どもたちのために、精一杯のことをして

くださいました。全ての方々に感謝すると共に、たくさんの人々の思い

や りに触れることができた滝野宿泊学習は、子 どもたちにとっても本当
に価値のある活動にな りました。

今回の地震とその後の停電で、電気に頼 り切つた現代の生活の脆弱さと、炊き出しや救護活
動など、人と人との助け合いの力の素晴らしさを実感 しました。災害はあってはならないもの
ですが、防災に対する備えや節電など、普段の暮らしを見直すのと同時に、人を思いや り、助
け合 うことの大切さを忘れないようにとしたいと強く感 じました。
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引落日は、10月 5日 lelで九 前日までに、引き落と

し手数料 10円 を合わせて、ご入金くださし、

◇ 金額 1年～6年 長子 5,370円 次子 4,350円

本校では、日頃の学習の成果を発表する場として、学習

発表会を実施しま丸 子どもたちは保護者公開に向けて、

練習に取り組んでいきま九

保護者の皆様には、子どもたちがしつかりと取り組ムンで

いけるように、励ましの言葉と、各学年へのご協力をよろ

しくお願いいたしま九 なお、各学年の発表内容や開始予

定時刻等、詳細につきましては後日お知らせしま九
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本校のスクールガードである飛田紘さん、一恵ご夫妻が

この9月 でお辞めになることになりました。飛田さんご夫

妻は約9年間、子どもたちの安全のために、登下校を温か

く見守ってくれました 本当にありがとうございました

1日 から15日 までの約2週間、中京大学の学生 1名が

教育実習を行いま九 配属学級は5年 2組で九

16日 しk)は、札幌市の教職員の研修のため、午前授

業で九 給食を食べて 13時頃の下校となりま丸

今年も子どもたちは、学校農

園「むぎわらぼうし」で、たく

さんの作物を収穫することがで

きました

後日、嘘 終えた畑― を

行い、今年の活動は全て終わりま九

日没の時刻が早まり、より安全に気を付けなけれ

ばならない季節となりました 子どもたちの安全・

安心を確保するために、学校では子どもたちへの安
全指導を徹底していきますし各ご家庭でも、お子様
への声かけをよろしくお願いいたしま九

学校憔 している帰宅時刻は、

次のようになっていま九

10月まで・・・・午後5時

11月から・・・・午後4時 30分

毎年、星置老人クラブ寿会の皆様方から雑巾を寄贈いた

だいておりましたが、今年も先日100枚寄贈していただき

ました。「子どもたちのために」と、それぞれのご家庭で

作られたそうで丸 =枚一枚に心のこもつた雑巾を、大切
に使わせていただきますしありがとうございました


