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       の行事予定 
 

１８日(火)  ２学期始業式 外国語 NPO(高) 

１９日(水)  研修会議 

２０日(木)  外国語 NPO(中・高) 

２１日(金)  クラブ活動 

２４日(月)  街頭指導(～２７日) 

２５日(火)  外国語 NPO(高) 

２６日(水)  内科検診 分掌会議 

２７日(木)  外国語 NPO(中・高) 

２８日(金)  毛筆授業 児童会活動 校務運営委 

＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

１日(火)  安全点検日 全校集会 外国語NPO(高) 

  ２日(水)  職員会議 

 ３日(木)  避難訓練(予備７日) 外国語NPO(中・高) 

 ８日(火)  移動図書 

 ９日(水)  SC来校 

１０日(木)  下士幌神社秋季例大祭 

１１日(金)  児童会活動 

１４日(月)  義務教育指導監来校 

       PT来校 

１５日(火)  毛筆授業 外国語 NPO(高) 

１７日(木)  外国語 NPO(中・高) 

２１日(月)  敬老の日でお休み 

２２日(火)  秋分の日でお休み 

２４日(木)  外国語 NPO(中・高) 

２５日(金)  歯科検診 児童会役員選挙 

２９日(火)  外国語 NPO(高) 

３０日(水)  あゆみ(前期分)配布 

 

 

 

＊暑い日の夕飯、冷や汁にハマッています。ワカメを足
してミネラルＵＰ！ (恵) 

 
＊息子２人と冷奴にはまっています。おいしい大豆で 

作られた豆腐は最高です!! (京) 
 
＊先日ＴＶで放送していたスピルバーグ監督の作品がエ

クセレントでした。Ｅ.Ｔ。 (小裕) 
 
＊先日、ミニバスの卒団式（現中１の）をしました。 

引き続き中学での活躍に期待です！ (大) 
 
＊帯広農業高校、白樺学園高校!!８月 16・17 日楽し 

み。十勝勢の活躍に期待しています。(俊) 
 
＊ロングタイムに３・４年全員遊びでかくれんぼ。暑い

日なのに木陰はすずしくて快適!! (智) 
 
＊夏本番と思っても、まだまだコロナ、そして各地で 

の異常気象による水害。心痛みます。 (芳) 
 
＊また忙しい時期が来た。アキアジ釣り、鹿・キツネ 

駆除。体がたくさんほしい❢誰か貸して❢❢ (勝) 
 
＊プロ野球がやっと開幕。しかしファイターズの調子 

は…。巻き返しを願う！ (達) 
 
＊庭の草取りをしました。汗かいて運動不足解消！と 

思いつつ、後に食べるスイーツが最高！ (前裕) 
 
＊右ヒザ強打の激痛からようやく立ち直ってきました。 

やれやれです。 (章)  
 
＊急激に進む老化。カラダの曲がり角を曲がってしま 

いました。最近はずっと腰が痛い…。 (祐) 
 
＊家の近くの公園で、子ども達が「ポコペン」をして 

いるのを見かけてうれしくなりました。 (彰) 
 
＊歯医者に通って半年以上。やっと先日歯が 1 本（７ 

万円(涙)）入りました。給付金ありがとう！ (千) 
 
＊やっとはじまったスマホスタンプラリー。早速、稚 

内方面に０泊３日で行ってきました。 (由) 
 
＊久しぶりに歯医者を受診しました。歯が汚れている 

と何度も言われて凹みました。 (愛) 
 
＊愚娘が彼氏を連れて帰省。初対面で楽しく会食なが 

らも、胸の内は複雑…。 (真) 
 

 

後半 
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校長 舘田  真 
 

先に九州から中部地方を襲った豪雨災害により、多くの尊 

い命が奪われました。残されたご遺族にお悔やみ申し上げま 

すとともに、被災され今なお避難生活を余儀なくされている 

多くの皆様にお見舞い申し上げます。 
 

６月の学校再開から約２か月が経過し、いよいよ８月８日 

から夏休みです。夏休みは往々にして生活リズムが狂いがち 

です。我々大人でさえ、自分を律して規則正しい生活ができ

る人は稀ではないでしょうか。ましてや７～12歳の子供です。誰かに見守られていなければ、好きな

ことばかりに興じるのは仕方ありません。そうはいっても四六時中そばに付いているわけにもいきませ

ん。だからこそ、夕食や入浴、寝る前の一時を親子の会話ができる貴重な時間として大切にし、一日の

出来事や頑張ったことを理解し、明日へのアドバイスにつなげたいものです。今年はわずか 10日間の

夏休み。例年同様とはならないでしょうが、従前とは一味も二味も違うことを計画し挑戦できる機会で

す。コロナ禍でもお子さんにとって思い出深い夏休みにしてほしいと願っています。 
 

ところで、毎年夏休みになると思い出すのが、私が小学６年生の時の夏休みです。当時の私は暗くな

るまで外で遊び呆け、毎夜母親に叱られる少年で、夏は野球に海水浴、虫取りに釣り、冬は山スキーに

明け暮れていました。釣り好きの父親とともに行く穴場近くにキャンプ場があり、その年は自転車でキ

ャンプに行くことにしました。友達を誘い、買い替えたばかりのテントやハンゴー、釣竿を自転車に積

んで、片道 40㎞以上の道のりを走りました。国道を走っている間はスムーズでも、道幅が狭くなる山

道のアップダウンに何度も挫けそうになったものです。ましてや大型ダンプやトラックの交通量も多

く、クラクションを鳴らされる度にその音と風圧に慄き、側溝に落ちたのも一度や二度ではありません。

何度も戻ろうかと思いましたが、ひたすらペダルを漕ぎ続け、へとへとになって目的地についたのは夕

方でした。そこからテント設営や夕食作りに取りかかり、夕飯にありつけた時にはすでに夜８時をまわ

っていました。翌日の復路では雨が降り出し、大好きな釣りができないばかりか前日の疲れと寒さが相

まって心が折れそうになりました。公衆電話を見かけるたびに親の迎えを頼もうかと迷いましたが、友

達と虚勢を張り合いながら自力で帰る道を選択しました。途中で何度も雨宿りをし、絶望感でいっぱい

の心に鞭を打ちながら、ようやくの想いで家に辿り着いたのは夜でした。帰宅後すぐに風呂に浸かり、

凍えた身体とすっかり萎えた心を温めながら、無事に帰還した安堵感と冒険への後悔の念は未だに忘れ

られず、40年以上経った今でも夢に出てきます。数年前に同じルートを車で巡ると往復 1時間半の行

程でしたが、当時は本当に長い長い大冒険のように感じたものです。 

今思い返してみても、小学６年生で良くやったものだと思うとと 

もに、両親も無謀な冒険をよく承諾したものだと感心します。 

 

今年の夏休みは短く瞬く間に過ぎます。多くの制限がある中で 

すが、子供達にはどんな冒険が待ち受けているのでしょう。 

  ・自ら学び考える子ども(知) 

  ・思いやりのある明るい子ども(情) 

  ・進んで取り組みやりぬく子ども(意) 

  ・健康で活力のある子ども(体) 
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例年、ネイチャーセンターにご協力いただいて 

いる「川下り体験」。今年はコロナ禍で実施が危 

ぶまれましたが、好天に恵まれた６日に実施でき 

ました。十勝川（緑南中の南側～十勝中央大橋ま 

で）の全長約４㎞を２艘のゴムボートでゆっくり 

と下りました。途中、天然記念物のオオワシを観 

察したり、中州に降り立って黒曜石を探したりす 

るなど、身近な大自然を満喫することができました。 

十勝川を校下に抱き、地域のネイチャーセンターがある本校の特色ある教育活動の一つ「川下り

体験学習」は大変ありがたく、また今年も「つながり」のありがたさに感謝です。このような貴重

な体験ができる子供達はなんと幸せで、なんと贅沢なことでしょう。 

 先日の授業参観・懇談会には多くの皆様にご来校いただきました。 

学校再開から１か月の子供達や学級の様子はいかがでしたでしょう 

か。全体懇談会では今年度の学校経営や PTA 活動、創立 120 年記 

念事業等について、学級懇談会では学級経営や子供達の様子につい 

てお話しさせていただきました。また、ご心配をおかけしました５ 

・６年学級も 10 日(金)に無事に実施できました。次回は 10 月の 

運動発表会です。多くの皆様のご参観・ご参加をお待ちしています。 

 「家庭訪問」は今年度から「教育面談」に形を変えて実施しま 

した。改めて保護者の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。 

今後もお子さんや学級、学校のことについて、ご心配な面やお気づ 

きの点がございましたら、学校・担任までお寄せ願います。 

農園活動「畑の先生」第２弾も前回に引き続き、

マツダ樹生園様より日浦さん、谷口さん、JA木野

様より青木さん、そして地域連携 Co.の増田さん、

PTAの白木智さんにお越しいただきました。 

各学年・各自の畑ごとの雑草取りの後、作物や成長具合に合わせた育て方、手入れや管理方法を教

わりました。子供達からは、「支柱の立て方」や「トマトの脇芽のとり方」、「あげる水の量」など積極

的な質問が多く出され、その一つ一つに丁寧にお答えいただきました。また、３～６年生は全体農園

の手入れや苗の植え替えも行いました。教わったことをこれからの管理に活かしていきたいですね。 



 

「夢いっぱい」「笑顔いっぱい」「命いっぱい」生きぬく子ども 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 夏季休業中の生活につきましては、「緑青会～楽しい夏休み」、「夏休みのきま

り」をご確認ください。有意義な 10日間となることを願っています。 
 

◇ 一昨年度より、教職員の心身の健康保持を含む「働き方改革」を目的として

長期休業期間中に学校閉庁日を設定しています。今年度は８月 12～14日の

３日間、学校を閉鎖します。この間は、原則、教職員が不在となります。緊急

の際の窓口は、町教育委員会（代表 42-2111）となります。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

３年生の社会科学習と地域人材による食育授業 

の一環で、JA木野青年部の皆さんのご指導のもと 

下士幌地区の松本さんの畑の見学をしました。実 

際に畑に入れさせていただき小麦の穂の内部を観 

察したり、掘り出したビートの食味を体験したり 

ブロッコリーの収穫作業を見学したりするなど、五感をフルに使った貴重な学習体験ができました。

小麦の品種や収穫時期を考慮した作付などは子供には難 

しかったものの、引率した先生方には大変興味深い内容 

で、子供達に還元していきたいと思います。副読本に載 

る野菜が身近にあり、地域ならではの生きた学習です。 

 この学習は昨年度から食育の一環として JA木野青年 

部に打診し、今年ようやく実現したものです。まだスタ 

ートしたばかりで手探り状態ですが、次年度以降も継続 

していきたいと考えています。 

特別支援学級では、毎週１時間全体での自立活動 

に取り組んでいます。先月の「花組ゆうびんきょく」 

に続く第２弾は「わくわくランド」。体力づくりを 

目的に体育館いっぱいにたくさんの用具を使って楽 

しみながら運動し体力の増進を図ります。当日は低 

学年の子供達も仲間入りし、 

皆目を輝かせ汗びっしょりに 

なって挑戦していました。 

特別支援の自立活動は年々 

充実してきています。 

 

 

全体懇談会の折に増田協賛会副会長より、令和２年 10 月 10 日(土)に予定しておりました『下士

幌小学校 創立 120 年記念式典』の来年へ延期が発表されました。この間、地域や卒業生、保護者や

関係者など多くの個人・企業の皆様から多大なるご理解とご協力の他、ご寄付をお寄せいただいただ

けに大変残念でなりません。「with コロナ」「after コロナ」と言われ先行き不透明ですが、令和３年

10 月 10 日(日)に仕切り直しとなり、名称も 

『開校 120 周年記念式典』と変わります。先 

延ばしとはなりますが、これまで同様のご理 

解とご支援を賜りますようお願いいたします。 
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