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運動会 ３２人のきずなの和 ＝ ダンス
上戸小学校校長 多賀 忠雄
上戸小学校校長 多賀 忠雄
去る５月２６日（土）、天候にも恵まれ、早朝より来賓・朗生会・保護者・
地域の皆さま方にご来校いただき、平成３０年度上戸小学校運動会を開催す
ることができました。競技への参加や応援、本当にありがとうございました。
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さまで素晴らしい運動会になったと思います。３２人全員が元気いっぱいに
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交通事故にあわないために

「止まる」
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「待つ」をしっかり！！

何より一番感動したのが、ダンス「ＲＹＵＳＥＩ」
小学生が交通事故にあうケースの多くは、飛び出しや信号無視、安全確認不足など、本人の交通ルール違反が原因です。な
かでも「飛び出し事故」は、低学年ほど多いというデータもあります。幼い子どもは大人よりも視野が狭く、ひとつのものに
です。ダンス自体の出来の素晴らしさもありますが、
注意が向くと周囲が目に入らなくなってしまう傾向があります。また友だちが一緒だと注意力が散漫になり、危険が察知でき
体力面でも大きな差がある１年生から６年生が同じ
なくなったり、安全確認を忘れてしまったりすることもあります。
こんなデータもあります。
動きをし、
さらにアンコールにもしっかりとこたえて
○ 道路横断中
いる３２人のきずなの和に感動させられました。そし
○ 午後 2 時～6 時の夕方（下校時間帯）
て、
この素晴らしいダンスを創り上げてくれた５・６
○ 自宅から
500ｍ以内の場所
子どもが交通事故にあいやすい状況だそうです。
年生に感謝したいと思います。朝会や昼休み、合同体
本校では、子ども達が遠距離の徒歩通学であったり、放課後や休日に自転車に乗る機会が多かったりしますので、常日頃か
育の時間に、５・６年生が自分たちの縦割り班の低中
ら、交通事故にあわないようにと指導を行っています。合わせて、今年度も、子ども達自身の交通事故に関する危機管理意識
をより高めるため、４月に珠洲警察署の方をお招きし、交通安全教室を開催しました。
学年にしっかりと教えてくれたからこそできたこと
子どもが交通事故にあわないためには、安全確認を徹底させることが第一です。交
です。５・６年生の皆さんありがとう。そして、この
差点や横断歩道を渡るときだけではなく、車道と区別された歩道や細い路地でも、安
全確認は必要です。車や自転車が来ていないか、立ち止まって周囲を見まわす習慣を
縦割り班の活動をこれからも大切にしていきましょ
つけさせたいものです。ご家庭でも、「しっかり安全確認をする」「自転車に乗ると
う。
きはできるだけヘルメットを着用する」など、自分の命は自分で守ることができるようご指導をお願いいたします。
最後になりましたが、保護者の皆さま方には、紅白

３年生のコースは、珠洲市役所→飯田わくわく広場→ラポルトすず→すずなり館→市営野球場等でした。
市役所では、いろいろな課の役割についての説明を聞きました。わくわく
広場では、足湯につかりました。ラポルトすずでは、大ホールで宝立小学校
とお互いの校歌を披露しあいました。大きな歌声が響き渡りました。すずな
り館では、以前能登線が通っていたことを知りました。市営野球場では、広
い野球場の設備に驚きました。
４年生のコースは、奥能登クリーンセンター→宝立浄水場→珠洲警察署→
市浄化センターでした。
奥能登クリーンセンターでは、ごみの分別とリサイクルについてのしくみを見学しました。宝立浄水場では、小屋ダムの水
が飲み水になるまでのしくみを見学しました。珠洲警察署では、所内の各部署の働きについてお話を聞き、パトカー・白バイ
に乗せてもらいました。珠洲消防署では、消防自動車の内部を見せてもらった後、レスキュー隊の訓練の様子も見学しました。
市浄化センターでは、下水処理のしくみを勉強しました。
様々な施設を見学した子どもたちは、実際に自分の目で見たり、耳で聞いたりして、「へ～」「すごい」「知らんかった」
と、感動の連続で、教科書や資料集だけではよく分からないことを勉強できてよかったと話していました。（裏面に感想を掲
載しました。）
６月には５年生の施設めぐり、７月には６年生の史跡めぐりが予定されています。

「三本松」から「二本松」へ

しかし、命は受け継ぐ！

上戸小学校のシンボルともいえる三本松のうちの一本が、伐採されました。
皆さんご存知のように、１０年ほど前から一部が枯れ始め、樹木医の診察のもと、枯れた部分を
切ったり、栄養剤を注入したりしてきましたが、昨年あたりから、緑の葉の部分が見られなくなり、
残念ながら、回復には至らないことが分かりました。この間、この松の子孫を残すべく、林業試験
場が松ぼっくりを採取し、そのエキスから苗を育ててくれました。育った苗は現在、伐採した松の
周りに植えられています。また、昨年１１月には上戸地区区長の皆さんにお集まりいただき、市教
委から現在の状況や今後について説明があり、「伐採もやむなし」とご理解をいただきました。
そして今年度に入り、強めの風が吹くたびに枯れた枝が落ちてくるようになり、子どもたちが安全に運動や遊びができなく
なってきましたので、とうとう、４月２６日（木）伐採されました。
伐採後、切り株を調べたところ、樹齢はおおよそ 120 年～130 年ほどだということが分かりました。

野菜の苗を植えました
５月１６日（水）
、１・２年生が
カボチャ・スイカ・ブロッコリーの
苗植えをしました。農業委員の河原
さんに植え方を教わり、１本１本て
いねいに植えていきました。植え終
わった後は、水やりをしました。収
穫が楽しみです。
お世話・ご指導いただいた河原さん、ありがとうござい
ました。

ＰＴＡからのお知らせ

３年生施設めぐり ４年生施設めぐり

のしめ玉作りに始まりテント張りや除草、後片づけ等
珠洲市教育委員会では、毎年、３年生から５年生の社会科学習及
にご協力いただき、ありがとうございました。
びふるさと学習等の一環として、「珠洲市施設めぐり」として珠洲
市内の施設等の見学を実施してくれています。（６年生は「史跡め
ぐり」）
今年度も、３年生が５月１８日（金）、４年生が５月１４日（月）に実施しました。

今年度も、ベルマークを集めます。夏休み前と１２月に
回収袋を子ども達に持たせます。また、上戸公民館、市内
スーパーにも収集箱を設置してありますので、そちらの方
へ持って行かれても結構ですし、その都度学校の児童玄関
のボックスに入れていただいても構いません。ご協力お願
いします。

６月の行事予定
１日（金）クラブ
３日（日）市陸上競技小学生記録会
６日（水）月曜時間割
７日（木）耳鼻科検診
８日（金）心臓検診 委員会
１１日（月）ＰＴＡ安全指導
１２日（火）５年施設めぐり
１３日（水）給食試食会 授業参観 救命救急講習会
ＰＴＡ役員会
１４日（木）市 P 連理事会
１５日（金）委員会
１７日（日）珠洲市トランポリン大会（本校会場）
２０日（木）ＰＴＡ安全指導 定時退校日
２２日（金）クラブ
２８日（木）３・４年生き物観察会①
２９日（金）４年体育交歓会

ご厚志ありがとうございました。
・風巻さんから、給食用に竹の子をいただきました。
・中塚さんから、お花をいただきました。

保護者から
家根 功さん（２年 蒼汰さんのお父さん）
５月２６日、運動会がありました。元気いっぱいの子どもたちに圧倒され
つつ、そして、その元気を少し分けてもらった気もしつつ（笑）楽しませても
らいました。
先生方、保護者の皆さん、地域の方々、そして子どもたち、暑い中お疲れさ
までした。
児童の日記・作文から
＜１・２年生 ４月のこころのトライアングルより＞
おはなみしゅうかいのごちそうがおいしかったです。おだんごもおいしかったで
す。
（１年 あぶらや ゆうき）
そうじで、はやくゆかをふきました。とてもうれ
しかったです。
（１年 はっとり なおと）
たいいくをがんばりました。７０めええとるそう
をがんばります。
（１年 やち まこ）
おはなみしゅうかいで、あいうえおたいそうをげんきに
おどったよ。
（２年 いえね そうた）
お花見しゅうかいが、ありました。あいうえおたいそう
で、すこしまちがえたけど、たのしかったです。きゅうし
ょくもおいしかったです。
（２年いずみ そな）
４月に１ねんせいがにゅうがくしたので、すごくうれしかったです。いろいろお
しえてあげたいです。
（２年 たに さりな）
＜３・４年生 施設めぐりに行きました＞
珠洲市浄化センターのこと
（４年 初鳥 けいじ）
まず下水道の水を見せてもらってから、微生物のふとひげ
むし・アメーバ・細菌類・くまむし・かるけしうむが死んだ
後のものを見ました。下のどろみたいなものに微生物があって、その上にきれいな
水がありました。びっくりしたことは、微生物が死んで「ためごろう」という肥料
になっていたことです。
珠洲消防署のこと
（４年 天満 ともひろ）
ぼくは、消防署でたくさんわかったことがありました。工
作車には、大きなカッターやいろいろな太さのホースがあっ
てスプレッターもあることがわかりました。車の上の方にはクレーンがついている
こともわかりました。火事や地震から人を守る大切な仕事をしているとわかりまし
た。
珠洲警察署のこと
（４年 谷 あいり）
さいしょ、石川県に警察署が１２こくらいあると聞いてび
っくりしました。珠洲市と能登町の担当をしていてすごいなあと思いました。パト
カーや白バイに乗せてもらってとてもうれしかったです。警察署のむずかしいこと
をいろいろ教えてもらってうれしかったです。

飯田わくわく広場がぼくが生まれた年と同じ平成 21 年
にできたと聞いて、なんかうれしかったです。ラポルトす
ずの大ホールは、よく音がひびいていました。ガラスばり
の部屋もあって、いろいろな教室やれんしゅうができると
聞きました。みんなで校歌を歌って、たのしかったです。
（３年 儀谷 かいと）
わたしがしせつめぐりで一番たのしかったのは、市営野球場でした。わけは、野
球場のグランドにも行ったし、テニスコートでテニスをしました。ゴルフ場には、
おじいちゃんやおばあちゃんがたくさんいてびっくりしました。宝立の友達と仲良
くなれたことが一番うれしかったです。 （３年 梶 なぎさ）
わたしが楽しいと思ったところは、
わくわく広場です。
もうとろやまのじゅんびをしていました。足湯は、道路
から天然の湯がでてきたと聞いて、びっくりしました。
足湯に入ってみたら、42 度にしてありました。気持ちよ
かったです。
（３年 西田 まゆ）
わくわく広場の前のおうだんほどうは、電線がなくて、どこに行ったかというと
地面の下にあると聞いたので、びっくりしました。なぜしたにあるかというととろ
やまが通るから、と聞いてなっとくしました。そして地面をほっていたら温泉が出
てきて、足湯ができたと聞いてびっくりしました。
（３年 平野 ゆうだい）
わたしは、市役所にはじめていきました。中は、すごく
広くてびっくりしました。
たくさんの人が働いていました。
蛸島の野球場にも行きました。黒い砂がたくさんありまし
た。放送室にも入りました。音を鳴らすときはどうやって
いるのかを教えてくれました。わかりやすかったです。 （３年 鳩野 めい）
わくわく広場には、もうとろ山の準備をしていました。すごかったです。
「足湯の
お湯はどこから出てるんですか。
」と言ったら、
「道路の下から出ているんだよ。
」と
言われて、道路の上はあったかかったです。足湯はあったかくて、また家族で来た
いと思いました。 （３年 郡 せいや）
市役所には、たくさんのへやがあり、たくさんの人がいま
した。働いている人の数は 200 人いて、思っていたより多く
の人が働いているんだなあと、驚きました。部屋ごとに仕事
が違うこともわかりました。市役所が何のためにあるのかを
くわしく調べたいです。
（３年 谷内口 こはる）
わたしは、ラポルトすずに行ったのが楽しかったです。いろんなくふうがあって
うれしかったです。外のように見えるくふうで、草のようになっているじゅうたん
もありました。
楽屋の中も見せてもらって、
待合室のようにつかっているそうです。
有名人が来ることもあると聞いてびっくりしました。 （３年 泉㟢 ひかり）
＜５・６年 運動会の予行練習で見つけた素敵な行動＞
入場するときみんなが一生懸命に歩き、1 年生も前の人の背中を見て一生懸命歩
いていたところがステキな行動だと思いました。
（５年 圓堂 ひかり）

ステキな行動をしていると思ったのが梶愛海さんです。わけは、白組の班長とし
てみんなをまとめていたからです。来年は、わたしたちが
するからがんばります。
（５年 郡 愛奈）
予行練習の準備で、校長先生が「これを運んで」と言っ
たとき、みんながいっしょに運んでくれたことがすてきだ
と思いました。
（５年 三盃 慧里子）
６年生が、最後の片づけで障害物リレーのかごを、３つや４つ持って早く行動を
していたのがすごいなと思いました。
（５年 藤瀬 陽菜）
走るとき、１年生が少しおくれていたので、あいりちゃんが後ろからおしていた
ところがいいなと思ったし、みんな大きいな声で「がんばれ」といっていたのがス
テキだなと思いました。
（５年 藤瀬 美桜）
３年生の梶なぎささんが、１年生に立つ場所を教えてあ
げていたし、ちゃんとやさしく教えてあげていたからいい
と思いました。
（５年 福田 ひな）
予行練習のとき、はちまきをつけてからダンスをします。そのときに、下級生の
はちまきを上級生がつけてあげていて、とてもすごいと思いました。私も下級生が
困っていたら、助けたいです。
（６年 泉 ここ奈）
ぼくは、予行練習しているときに、みんなが進んでしていたことがステキだなと
思いました。予行練習が始まって、自分たちの係をすばやくしていてすごいと思い
ました。
（６年 泉㟢 昂輝）
郡愛奈ちゃんが、二人で相談してどっちをするか決めたとき、すぐに行動してい
たのですごいなと思いました。他にも、低学年の子は、自分からならぼうとしてい
たのですごいなと思いました。
（６年 梶
愛海）
みんなが予行練習の前に、校長先生の手伝いをテキパキ
やっていたのがすごいと思いました。
（６年 柏原 拓弥）
予行練習の障害物競走で赤 B が最後だったけど、白組が応援をしてくれていたの
ですごいと思いました。
（６年 藤瀬 瞭太）
ぼくは、山田恵大君のテキパキとした行動がすごいと思いました。運動会ももう
２日なので、山田恵大君を見習って、運動会を成功させたいです。
（６年 西田 隼翼）
予行練習前の道具を出しているときに、６年生の男子４人と先生一人で力を合わ
せて綱を運んだことです。
（６年 前田 海）
赤班のみんなが、協力して入場門の前に集合させていたの
で、ステキな行動だなと思いました。
（６年 山田 恵大）
みんな自分のやる種目をがんばってやっていたし、おうえんも大きな声でしてい
てすごいなと思いました。
（わかば 坂口 恵）

