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「親子駅伝大会」

1月 14日 (上 )に子 ども会育成会主催の親子駅

伝大会が行われました。この 日は,少 し肌寒い 日で

したが,絶好の駅伝 日和 とな り, 日頃の練習の成果
を発揮すべ く,親子そろって欅を繋いでいました。
この親子駅伝大会 も35回 を迎え,回 を増すごとに

校区のみなさんの応援 もパワーアップ している様子
です。今年度の結果は,第 1位茶花 2班 第 2位茶

花 4班 第 3位立長 第 4位教職員・児童合同チー

ム第 5位茶花 3班 第 6位茶花 1班でした。

今年度 も怪我 もなく無事にそ して盛会に終えるこ

とができました。大会運営に携わっていただいた保

護者・育成会の方々,寒い中,沿道で応援 していた

生産者tの交流会
1月 19日 (木 )に生産者 との交流会があ りま した。

給食の食材を生産 していただいている方々に学校へ来
ていただき,野菜作 りの楽 しさや魚や肉の管理など多
くのことを学ぶことができました。また,子 どもたち
との交流給食も行いました。生産者の方々も帰 り際に,

子どもたちと楽 しく会話ができてよい時間を過ごせた

と感想を述べ られていました。

うございました。

きわやかなあいさつを
校 長  鶴 田 幸伸

「寒 くなってきましたが,みんな元気なあいさつが

できていました。J「『 いってらっしゃい』 と声をかけ

るとみんなニコンと笑顔が素敵でした。J「元気なあい

さつで私も元気が出ました。」「笑顔であいさつ,素晴

らしい !」 登校指導をしてくださったみなさんが書い

てくださつた記録簿の記述です。

ラン ドセルがひっくり返 りそ うにな りながらも,丁
寧に頭を下げてくれる子ども,何十メ‐ トルも遠 くか

ら声をかけてくれる子 ども…・,本当に元気をもらいま

す。それでもまだ,上手にできない子 どももいます。

学校ではしてるけど,地域ではまだまだだとい う学校

評議員の方々のご意見もいただいています。そんな子

どもには,こ ちらから声をかけることが大切です。声

をかけて,返 してくれない子 どもはいません。今はま

だ小 さな声だけど,き つと堂々としたあいさつが自分

からできるようになるはずです。

社会に出て求められる一番の力は,あいさつです。

求める人材 として,「誰に対 しても気持ちよいあいさ

つのできる人」を多くの企業があげています。

また,あ いさつはコミュニケーションの第一歩 とし

ての役割もありますが,犯罪抑止力 としても大きな力

を発揮 します。新興住宅地で,住民のコミュニケーシ

ョンを図るために 「あいさつ運動」を始めたところ,

予想外の効果 として空き巣などの被害が全 くなくなっ

たとい うことです。防犯カメラや防犯ゲー トなどの万

引き防止対策よりも,あいさつに取 り組むことで被害

額を30%減 らしたホームセンターもあるそ うです。

子 どもたちにとつても,あ いさつは不審者対策にな

ります。ただ,それには大事なポイントがあります。

1 自分から声をかける。

2 相手の顔を見て, しつかりとあいさつする。

とい うことです。つまり,そ うい う堂々としたあいさ

つが,不審者をひるませるのです。
「ティダに向かつて,胸を張って堂々と生きていけ

る子 ども」を育んでいくのが本校の教育 目標です。堂

々としたあいさつは,こ の目標が示す 二望 ι
子どもの姿そのものです。

子どもたちも,朝家を出て 「お

はよう」「おはようございます」
「いってらつしゃい」と声を交わすことで,

しながら登校していることでしょう。たかが

うJの一言ですが,エネルギーを生む言葉と

わやかに今日もあいさつをしたいと思います。

元気を増
「おはよ

して, さ
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ご来場あらlがこうごぜ時 した。̈ 。茶花っ子まつιl
2月 2日 (本)に茶花っ子まつ りがありました。生活科の学習として,近隣のこども園の園児や保護者等に

おいでいただいて,体育館でお店屋 さんを開きました。年末から2か月間かかつて,こ の日のためにおもちゃ
やゲーム,折 り紙づくり,サ ンゴを拾っての作品作 りと頑張ってきました。招待状も作 りました。また,こ の
ような大がか りな会の進行も 1・ 2年生が協力 し合って自分たちでしつか りと進めることができました。 自分
たちが作った品物を売つたり,ゲームの説明をしたりする活動をとお してコミュニケーションを深め,園児や
大人たちの笑顔を見ながら満足感を味わっていたかと思います。

持久走大会
1月 27日 (金)に校内持久

どもたちは, 12月 か ら仲良

し体育や体育の時間をとお し

て練習をしてきま した。それ

ぞれ これまでの練習の成果 を

発揮すべ く自分の 目標 タイム

に挑戦 していま した。今回は

4年生の池田碧員君が,これまでの記録 を 4秒縮めて ,

5分 54秒の新記録を達成 しま した。

持久走大会をとお して努力することの良さ,達成感

学んだ と思います。最後に

会へのご協力及び沿道での

かい拍手 とご声援をしていた

だいた地域・保護者 の方々
,

交通整理を していただいた

論幹部派出所の皆様方ありが

とうございました

給食週間 ・̈食育授業
1月 16日 , 23日 の両 日に栄養教諭の奥先生に来ていただき,給食の大切さ

や栄養バランスのよい食事について学習 しました。 日頃食べている給食にどんな
栄養があるのか,そ の栄養が体の中でどんな働きをするのかを学習 しました。ま
た,好き嫌いなく給食や家庭での食事を摂ることの大切 さも知ることができまし
た。高学年は,学習 したことを「弁当の 日」のお弁当づくりに生かせるよう学習
していました。

第4回学校評議員会
2月 1日 (水)に第 4回の学校評議員会がありまし

た。今回は,今年度の学校運営の総括とい うことで評

議員の方々にご意見をいただきました。概ね「良い学

校である」との評価をいただいた反面,「地域の方ヘ

のあいさつ」「ユンヌフ トゥバ」「キビ運搬車等への児

童の安全確保」等のご意見をいただきました。また,

子どもたちとの交流給食をもっと増やして欲しいとの

ご提言もいただきました。最後に皆様方には多くのご

示唆をいただきありがとうございました。

「十三祝ll」 。● めでこう
1月 21日 (土)に 5年生保護者主催の十三祝い

がありました。この行事は自分の干支が再び巡って
きた年を祝 うとい うこと

で,沖縄県では一般的で

すが,沖縄文化圏の与論

島にも古 くか ら残ってい

る子 どもの成長を祝 う生

年祝いです。今年 もプ リ ■ |■

シア リゾー トホテルで行いま した。子 どもたち,保

ちは,よ り親子 ,

地域 との絆 を確か

めることができた

と思います。

護者のそれぞれに対する想ぃが溢れる素晴らしいお
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11絆 vi鑽 祝いでした。これ
_ 1哺 を機会に子 どもた
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3 金 授業参観,学級PTA,学 校保健委員会
5 日 ヨロンマz2`ン (ひまわリキッズ応援,吹奏楽部演奏)

7 火 新入学児連絡会
土 スポ少お別れバレー大会

12 日 又郎杯,与高定期演奏会 〈吹奏楽部出演 )
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