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心に残る情景 ～ご家族で過ごす小さな時間を大切に～
校 長

小堺 新一

７月１～３日、５年生が福島県南会津町にある舘岩（たてい
わ）少年自然の家に行ってきました。２泊３日の自然の教室
です。晴天には恵まれなかったのですが、予定していたプログラ
ムをおおむね実施することができ、大自然を満喫した子どもたち
は、一回りたくましくなって、さいたまに帰ってくることができ
ました。
２日目の夕方、自然の家の所員さんやそば打ち、わら草履作り
で講師をつとめてくださった地元の方々からうれしい一言をいた
だきました。
「友達とよく協力していますね。後片付け
☆H29.7.1 ５年 舘岩にて
小雨の中、オリエンテーリングに出発です！
も率先してでき、私たちはとてもいい時間を過ごすことがで
きました。
」子どもたちの姿をほめていただいたこの言葉は、私たち教職員にとって本当にうれしいもので
す。そして、そんな子どもたちと共に日々の教育活動に取り組めることを誇りに思いました。来年は、最高学年の６
年生です。大砂土東小学校を力強く牽引する存在として、さらに大きく成長できることを願っています。
さて、本日で１学期が終了です。これまでの間、学校の教育活動にご理解とご協力を賜り、いつもお子様の成長を
見守り、健康管理に気を配っていただいた保護者の皆様、地域の皆様に改めて深く感謝申し上げます。まことにあり
がとうございました。
明日から子どもたちが楽しみにしている夏休みが始まります。いろいろなご予定をお持ちのご家庭も多いことと思
います。どうぞ安全で楽しい日々をお過ごしください。
ところで、お盆のお休みを故郷でお過ごしになるご家庭も多いことと思い
ます。私も小学生の頃、お盆の前後は母親の故郷で過ごすことが恒例でし
た。新潟県十日町市（その当時は川西町）まで電車とバスを乗り継いで半日
とちょっと。
（新幹線も高速道路もない時代ですから…）乗り物酔いのひど
かった私は、母親の実家に着く頃はふらふらの状態でした。それでも、おじ
いちゃん・おばあちゃんと会えること、親戚の子どもたちと野山で遊べるこ
とを思うと、移動の苦労はなんのその、期待感でいっぱいだったことを思い
出します。なだらかな山とどこまでも広がる田んぼ、いつまでも手を入れていたい小川の澄んだ流れ…母親の故郷で
過ごした数日間はいつも思い出いっぱいでした。ある日の夕方、近くの山まで親戚の子どもたちと一緒に出かけるこ
とになりました。大人も数名加わり、夕食前の散歩は一層楽しいひとときになりました。一直線に伸びる田んぼの道
を行ったり来たり意味もなく走り回ったこと、涼風に揺れる稲のザザザ～という音がとても心地よかったこと、田ん
ぼの上空を舞う無数の赤トンボの姿がとてもきれいだったこと…、一つ一つの情景が今でもはっきりと目に浮かびま
す。小学生の私にとって大切な情景とは、特別な景色や体験ではなく、家族や大好きなおじいちゃん・おばあちゃ
ん、親戚の子どもたちと一緒に過ごした日常の時間そのものだったのです。
子どもたちは、様々な体験を通して成長していきます。一つ一つの体験は、大人になるための糧となり、思い出と
して心の中に残ることでしょう。そんな思い出の中で、大切な情景となる１ページは…、やっぱりご家族と一緒に過
ごした時間なのだと思います。夏休み期間中、どうぞ、お子様と笑顔で共有のできる小さな時間を大切になさってく
ださい。

表彰おめでとう！ 埼玉県硬筆展・さいたま市硬筆展表彰者
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埼玉県硬筆展
【優良賞】
〈２年〉 いながき れい 〈５年〉大原 那珠 三坂 絆 〈６年〉山崎 敬太
さいたま市硬筆展
【推薦賞】
〈２年〉 いながき れい 〈５年〉大原 那珠 三坂 絆 〈６年〉山崎 敬太
【特選賞】
〈１年〉 おくだいら ともか
こんどう めいさ
わたなべ さら
ふるの かいと みずの えみ
おおしろ さき
すぎもと まさし
すずき ゆいか いいだ るな
わたなべ みずき
おかだ ゆうと
〈２年〉 たかはし りきひろ にしまた りさ ぬまざわ みゆう 小いずみ あんな
金くぼ ひまり 山本 まりん きた もか 青木 こうた わ田 まな
〈３年〉 秋元 陽向 伊藤 暖 相川 奈央 佐々木 柚衣 為井 華 山田 華蓮
河本 綾
萩原 みひろ 木村 心
竹久 千緒子 中村 優希
〈４年〉 石隨 知華
〈５年〉 中谷 碧 桑原 千夏 廣瀬 楓 竹久 実緒子 岩瀨 千紘 小熊 アキラ
〈６年〉 厳 慧欣
河本 凛
小原 理彩子
菅原 直弥
【優良賞】
〈１年〉 おおはら まさと やまもと ななほ
いけした さわ
いしい るな
かどもと ゆめと たかはし あゆか
おおた まゆ
ふくしま さあや
あべ もくこ やまもと ちとせ
〈２年〉 さかい こうせい
いの上 ゆうな
はた 心ね
ふく山 なぎさ
すえ森 ありさ きり生 かつとし さとう ゆ月
よしざわ のあ
〈３年〉 村上 莉菜
長谷部 凛
熊谷 菜々香
池照 ななみ
〈４年〉 齋藤 心羽
内藤 安紀
宮庄 沙彩良
鍵 美畝
加藤 悠人
小田桐 萌夏 藤江 奏后 奈須野 凛
栗田 悠紀翔
高村 紗也子 平栗 蒼葉 岩﨑 朱璃
繁野 心咲
深澤 侑里
〈５年〉 谷 亮佑
保坂 美羽
池田 友雅
山内 彩那
澤田 結衣
西本 香音 上山 空夏
水野 倫太郎 田尻 公太郎
〈６年〉 鈴木 穂莉 竹原 萌瑠
荒井 悠希
佐々木 望衣
秋山 仁美
深澤 孝介 指田 悠琵
山田 華澄
青木 博希
瀬戸 俊介
宮﨑 太陽
さいたま市では、児童生徒の健全な成長にとって、規則正しい生活習慣や家庭でのコミュニケーションなどが
極めて大切であると考えています。

「 すくすく のびのび 子どもの生活習慣向上」 キャンペーン
大切なのは 家族で 元気・学び・会話
さいたま市教育委員会
○家庭での「元気」づくり
・早寝・早起き・朝ごはんを大切にしましょう。
・ゲーム・テレビ・ネット等の時間を決めましょう。
○家庭での「学び」づくり
・家庭学習（宿題など）の時間をつくりましょう。
・読書に親しむ機会をつくりましょう。
○家庭での「会話」づくり
・あいさつ・会話を大切にしましょう。
・イベント・ボランティアへ参加しましょう

給食費引き落としについて

本年度４回目の振替日は、９月４日（月）です。引き落としの額は、
１～６年生ともに４，１００円です。残額のご確認をお願いします。

