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「人権の花」運動開校式
年度初めから茶花小学校では,「人権の花」運動に

取り組んできました。その閉校式を 12月 5日 (月 )

に行いました。これまでに各学級でひまわ りを植 え

た り,い じめについて考えた りしてきま した。特に

5年生は,「北朝鮮拉致問題を考える週間」に併せて

「人権」を奪われた人々の悲 しみについて学習 しま

した。閉校式では人権擁護委員の岩村 さんが,ひま

わ りの世話をすることの大変 さやひまわ りのように

人権の花をいつぱい心に咲かせて欲 しい とい う願い

を話 されていました。

この 「人権の花」運動を通 して,茶花小のみんな

が,い じめや人権を無視する行為をあらためてしな

いことを心に誓い閉校式を終えることができました。

PTAバザー協力あιlがこうごぜいきした。
11月 23日 (水 )に S

Cの感謝祭に合わせ,多 目

的運動場において,PTA
会員の協力のもとPTAバ
ザーを実施す ることができ

ま した。 当 日は,島 内か ら

た くさんの方に来ていただき,盛況に終わることが

できま した。また,バザーに際 し,品物の提供 ,ご
協力をいただきあ りが とうご

ざいました。なお,収益金は,

学校の活動費や子 どもたちの

ために使わせていただきます。

ミッシーク トー トゥガナシ

与論島この出会ιl
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第 26回 ヨロンマラソンの出場受付が始まっていま

す。温かいおもてなしのある大会なので,ボランティ

アもしたい し,走つてもみたい し, どうしようか迷つ

ているところです。

実は,第 4回大会に出場 したことがあります。記憶

の中には,坂道は全 く残っていなくて,平 らな道をひ

たす らに走つたとい うふ うに覚えています。与論に来

て,坂道だらけなことに改めてびつくりしています。

当時は,フ ェリーで来て,飛行機で鹿児島に帰つたの

ですが,フ ェリーの中でパーティーがあつて,貝殻に

くじ番号が貼 り付けてあり,何か当た りま した。 (何

が当たつたかは覚えていません。)帰 りの飛行機は天

気が悪くて,ずつとガタガタと揺れていました。

また,折 り返 して しばらくしたところの木の下で ,

おばあちゃんが自い手ぬぐいを頭の上で振 りながら静

かに応援 してくれていました。当日は,小雨でした。

後半にもなると前後に人もまばらになる中で,そ の光

景は今もしつかりと脳裏に焼き付いています。最後に

は,高校生の男の子がふくらはぎとかをマッサージし

|て くれました。

ヨロンマラソンは,友人の誘いで参加 しました。そ
|

の友人とは指宿 トライアスロンのボランティアをやつ
|

ているときに知 り合いました。「わらしべ長者」の話

ではないですが,一つの行動は次の行動を生むもので

す。思い切つて自分の目指す方向へ踏み出すことは,

とても大事なことだと思います。そして,22年前のヨ

ロンマラソンが,今につながっていたのかと思 うと縁

を感ぜずにはいられません。 もしかしたら,足をマッ

サージしてくれた高校生は,今の茶花小の保護者い ら

つしゃるのかもしれないと思 うと…,そ う思 うだけで

もとても嬉 しいです。

さて,ま もなく平成 28年 も終わろうとしていますが,

皆様にとつてどのような 1年だつたでしょうか。

私にとつてのこの 1年は,144名 の子 どもたちの明

るい笑顔 と出会い,本校職員や保護者の学校や子ども

への思いに触れ,そ して,地域の方 とも少 しずつ会話

した り,有泉を飲んだりと,与論島で多くの新 しいつ

膚 !if[lilil● 之 11量 眸

ます。

来る年が皆様にとつても,茶花小にとつてもさらに

よい一年となるよう願つています。



みんな キラリ輝いた 学習発表会
12月 1日 (本 )に,学習発表会がありました。当日は,足下の悪い中,た くさんの保護者や地域の皆様に

おいでいただきありがとうございました。子 どもたちもこの 日のために,一生懸命練習をしてきました。いか

がだったでしょうか ?学習発表会後は,子 どもたちもホッとした表情を見せるとともに,自 分たちの力を出し

切つた達成感を感 じていた様子で した。今年も,劇あり,合奏・合唱ありの素晴らしい学習発表会でしたが,

来年も保護者や地域の皆様に喜んでいただけるような学習発表会にしたいと思います。

【3・ 4年生】

問(12月 )

12月 は,師走 と言われ るよ うに ,

始の忙 しい時期になろ う

としています。そこで ,

校内研修 として,与論幹

部派出所の松下所長をお

呼び して,交通違反,特
に飲酒運転・速度違反に

ついて研修を深めました。改めて,飲酒の怖 さ

を知るとともに, 自分たちの 日頃の心がけが大

事だとい うことがわかりました。

年末 。年

租税教室(6年生 )

12月 8日 (木)に町役場税務

課の方に学校においでいただき6

年教室で租税教室を行いました。

租税教室では,自 分たちが将来払

う税金がどのように使われ,社会

のために役立っているかを学ぶこ

とができました。子 どもたちも税収を減 らす事により,警
察官がいなくなり,犯罪が増えたことに驚き,税の大切 さ

を感 じることができた様子でした。
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,日リ ヨE7d・fT手,正
日 曜 行 事

5 木 第 18回書き初め大会

10 火 始業式・集団下校

14 土 土曜授業 日

子ども会育成会主催親子駅伝大会

17 火 持久走試走

18 水 鹿児島定着度調査 (5年)～ 19日

19 木 生産者との交流会・交流給食 (4校時)

24 火 与中入学説明会・ 6年学級 PTA
う
ι 水 標準学力検査 (全学年)～ 26日

′̈う
´ 金 持久走大会・給食試食会・学級 PTA(1～ 5年 )

28 土 親子駅伝大会予備 日

○ 鹿児島県小学生人権作文コンテス ト

(県奨励賞)池田あずな (2年 )

(地 区奨励賞)林 杏実 (1年 )

富永祐太 (3年),久志奈々葉 (5年 )

重久海月 (6年 )

パr7-7■7研修(10年日経験者研修 )

11月 28日 (月 )に 中学校の 自山教諭が,パ ワ

ーア ップ研修の一環 として,茶花小に来て研修 を行

いま した。また, 6年生

に理科の専門性を生かし

て授業をしていただきま

した。子 どもたちも普段

と違 う雰囲気で楽 しく学

習することができました。

受賞おめてこうございきけ
○「全国児童水辺の風景画コンテス ト」 (秀作)

小野瀬進菜 (3年 )

○ 南九州市かわなべ青の俳句 (入選)

「ばあちゃんのみんしゅくにぎわう夏休み」ホ徳乃進 (3年 )

「夏まつりかん光きゃくと花火見る」森園力斗 (3年 )

「ヨロンの海大きいプールみたいだな」叶 祐野 (2年 )

○ 海音寺潮五郎記念読書作文コンクール (入選)

白石真那斗 (3年),志田玄太,鶴田侑之介 (4年 )

【1年生】

【吹奏楽部】

【5年生】 【三線クラブ】

【2年生】 【職員】


