
 

 

辞書では「人の生涯において、

記念すべき場所」「人前で何かを

する重要で晴れがましい場所や

場面」「晴れの舞台、ひのき舞台

とも」などとありました。 

 ６月４日(土)９時、はっきりし

ない空模様ではありましたが、

保育所と小学校合同による西中

音更運動会が幕を開けました。 

 
子どもたちの入場行進から始

まり、ラジオ体操以下計 16 種目

の熱戦が繰り広げられました。

今回は「リハビリ運動会」という

ことで少しでも以前の形に近づ

けるよう、「応援合戦」と「西中

豊年太鼓」を復活させました。 

応援合戦では、

高学年を中心に

台詞や振付を自

分たちで考え、時

間を見つけ

ては毎日、

紅白それぞ

れで練習に

励んでいました。  

太鼓では、金丸先生の指導の

下、練習がスタートしました。二

年ぶりで３年生以下が初めて等、

若干の不安の中、始めはなかな

か合っていないようでした。 

練習期間およそ 10 日、応援合

戦も太鼓も、子どもたちは見違

えるように変わっていました。

なんといっても顔つきです。自

信と誇りに満ちた堂々たる表情

に、彼ら

の力強さ

と無限大

の可能性

を感じま

した。そ

の日は子どもたちの晴れ舞台と

なり、本当に立派でした。 

勝負の女神は、白組に微笑み

ました。負けた紅組の中にはそ

の悔しさか、涙を見せる児童も

いました。涙はどれだけ本気で

取り組んだかのバロメーターで

す。今回、全ての児童が自分たち

で考え、自分たちで練習し、同じ

目標に向かって取り組んだこと

は、人生の糧となる

でしょう。正に日本

一の運動会でした。

感動をありがとう！ 

半日日程ではありましたが、

沢山の保護者や地域の皆さんが

応援に来て下さいました。(十分

なアナウンスができず、お越し

できなかった皆様、申し訳ござ

いませんでした。) PTA 厚生部

の献身的なご協力にも心から感

謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

先日、２年の道徳科の授業で、

ある女の子がバスに乗ったとき、

急停車したはずみに隣に立って

いたおばさんの足を踏んでしま

い、謝ろうかどうか迷うという

お話について考えていました。

女の子は、怖そうなおばさんの

顔をチラッと見て、なかなか「ご

めんなさい」が言えません。つい

には、「わざとじゃないから黙っ

ていようか…」という考えも浮

かんできました。 

何気なく読んだ雑誌の記事を

思い出しました。子どもたちが

いじめをしていることを「悪気

が無かったから仕方がないでし

ょ」と流そうとした担任の先生

に、傍にいた他の先生が「悪気が

ないからダメなんだ！」と一喝

したという話です。この話では、

ある男の子のカバンに泥が入っ

ていたのを母親が見つけ、子ど

もと一緒に学校に来た時、担任

は、「皆で遊んでいたんだね。だ

ったら…」という流れでした。 

あなたはどう思いますか？実

は恥ずかしながら私にも覚えが

あります。妻との些細な喧嘩で

「悪気が無かったんだから、そ

んなに怒らなくても…」と言う

と、彼女はさらに怒り、「その言

い方が嫌なの！」と。その時の私

は、悪気がないのだから仕方な

いじゃないかと思っていました。 

冒頭の女の子のお話の続きで

すが、彼女は「悪気が無くても悪

いことをしたら謝るのよ。」とい

う母親の言葉を思い出し、おば

さんに「ごめんなさい。」と思い

切って言います。するとおばさ

んの顔はみるみるほころんで素

敵な笑顔になったのでした。子

どもたちも納

得していまし

た。私も、悪気

がないから…

という考えは

改めようと思

いました。 

悪気がなければ許される？ 
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  南半球でインフルエンザが流行しているとのこと、手洗いマスクはまだ必要？ 

晴れ舞台 



 

 

 

 

 全校児童で、体力・運動能力検

査をしました。これは、握力や立

ち幅跳

び、反

復横跳

び、20

ｍシャ

トルランなど計８種目について

測定するものです。この記録は

「健康の記録」と同じように、そ

の年の

ものと

して残

し、毎

年実施

します。

６年間でどれだけ記録を伸ばせ

るでしょ

うか。こ

れも成長

の記録で

す。ちな

みに本校

の子どもたちの結果は全道や全

国を上回っています！ 

すごいぞ！にしなかっ子！ 

 
走った後はグッタリでした。 

 

 

 27 日に地震を想定した避難訓

練を行いました。これだけ科学

技術の知見が増えても、残念な

がら、どれくらいの規模の地震

が、いつどこで起こるかほとん

どわからない現状です。なので、

今回の訓練は、予告せず、子ども

たちが楽

しく遊ん

でいる昼

休みに実

施しまし

た。やや話し声は聞こえたもの

の、皆、真剣に避難することがで

きました。例によって避難の合

言葉、「おかしも」に「な」を加

えた話をしました。「な？」なん

だかわかりますか？そう「投げ

る」…でなく「泣かない」です。

最後に「自分の命は自分で守る」

こと確認し、訓練を終えました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ！じしんだ！ 

坂本梓美さん(給食調理員) 

夢は子どもの応援と沖縄でお

酒（泡盛）を飲みまくること！ 

 辻口さんは、いつも温かくてお

いしい給食を作ってくれます。好

きな食べ物は、唐揚げ・ウニ・カ

ニで、けっこうグルメです。特技

は裁縫で、二人のお子さんのダッ

フルコートやご自分のウェディ

ングドレスなど、ちょちょいのち

ょいだそうです。すごい！子ども

たちへ「いつもいっぱい食べてく

れてありがとう！給食を食べて

元気な体をつくってね。」保護者

の皆さんへ「子どもたち 

がおいしく食べられるよ 

う努力しますので、宜し 

くお願いします。」 

体力・運動能力検査 

1 日(木) 交通安全の日 

6 日(水) 授業参観日 

7 日(木) プール開き 

8 日(金) 児童会 定時退勤日 

11 日(月) 全校朝会 

12 日(火) 校長会議 教頭会議 

13 日(水) 児童理解交流会 

14 日(木) 全校キャンプ① 

15 日(金) 全校キャンプ② 

18 日(月) ㊗海の日 

     十勝 PTA 研究大会 

19 日(金) 交通安全の日 

安全点検日 

20 日(水) 職員会議 

21 日(木) 移動図書館 

22 日(金) 終業式 大掃除 

定時退勤日  

23 日(土) 夏季休業(～8/17) 

25～27日 学習サポート  

スタッフの紹介 

７月の行事予定 

全校キャンプ復活 

藤田美恵さん(給食調理員) 

夢は、夫と犬とで釣りをしな

がらキャンプ生活をする！ 

辻口由美さん(給食調理員) 

夢は、スペイン・クロアチアな

どまだ見ぬ世界への海外旅行！ 

 藤田さんは、いつも温かくてお

いしい給食を作ってくれます。好

きな食べ物は、ワンタン、焼き鳥、

山菜です。得意なことや好きなこ

とは、読書、釣り、山菜取り、キ

ノコ狩りです。おいしいキノコに

は目がないそうです。子どもたち

へ「いつもよく食べてくれてうれ

しいです。これからもおいしく作

るから沢山食べてね。」保護者の

皆さんへ「安全で温か 

い給食を作れるよう今 

後も精進するのでよろ 

しくお願い致します！」 

 坂本さんは、いつも温かくてお

いしい給食を作ってくれます。好

きな食べ物は、お寿司、焼き肉、

手作り餃子です。餃子はいつも

200 個以上作るそうです。特技は

バケットボールで、小３から始め

て大学まで続けたそうです。高校

時代は、北海道選抜にも選ばれま

した。すごい！子どもたちへ「い

つも残さず食べてくれてありが

とう！きれいに食べてくれるの

で、作るのが楽しみです！」保護

者の皆さんへ「なかなかお会いで

きませんが 

頑張っておいしい給食 

を作るので宜しくお願 

いします。」 

６月の学校の様子 

 

コロナ禍で中止を余儀なくされてい

た全校キャンプが復活です。日時は７

月 14日(木)・15日(金)です。やはり

リハビリ中なので新生活様式の下、泊

は子どもだけ。でもキャンプファイヤ

～、カレー作り、川下りなどを予定し

ています。今から楽しみですね。 


