
第 444号

茶J
校訓

■

■

日

■
■

誠

与 論 町 立 茶 花 小 学 校

校  長  鶴 田  幸 伸

丁EL 97-2031
平成 29年  9月 21日

地球を感 じて

校長 鶴田幸仲

ハジピキパンタに立つと,果てしなく広がる水平線

をぐるりと見渡すことができます。その 日その日で ,

視界も変わ りますが,沖縄本島のやんばるや本部の方

は勿論のこと,細長 く連なる伊平屋島,伊是名島,そ
して,沖永良部の右端に見える徳之島を見つけ,水平

線が曲線を描いているのを感 じると,球体である地球

な見ているような,大きな地球そのものを見ているよ

うな感覚に捕 らわれてしまいます。

それで,あ る日どのくらい広い範囲が見えているの

だろ うと地図を広げ,一番遠そ うな与論 と徳之島間を

半径にして円を描いてみました。そ うしてみたら,何
のことはあ りません。思っていたよりもずつとずつと

小さな円が描けただけでした。先 日の台風 18号の勢力

範囲の方が何倍 も大きかったです。がつかりしました

が,それ と同時に,私たちの母船である地球の大きさ

をずっしりと感 じてしまいました。

数年前に,鹿児島県と姉妹盟約を結んでいる香港か

らの大学生をホームステイで家に数 日招いたことがあ

ります。それ以来,手紙や LINE等 で交流は続いて

いたのですが,今度与論島に遊びにやってきます。す

でに就職 し,忙 しい毎 日を送つているようですが, こ
の与論島の美 しいことは香港でも有名で,休みをため

てやつてきます。その香港 と与論島も直線距離にすれ

ば,東京の東十条小学校 との距離 と変わ りありません

し,地球の表面上のごく小さな部分でしかありません。

私たちの生活の舞台は本当に小 さな範囲にあるのだ

と思います。与論島に住んでいると,海の豊かさに,

満天の星に, 自然の営みに, 自分の小 ささを感 じるこ

とができます。別にそれは悪いことではなく,そ う感

じられることはとても素敵なことです。そ して,そ こ

には人の英知の及ぶべくもないものあると言 うことで

す。優 しい気持ちが人にとって大切なように,畏怖や

長敬の念をもつことも人には大事なことだと思います。

最近は,毎 日のように世界がざわざわしています。

輝 く夕陽やきれいな星を眺めて,心をゆった りとする

場所も時間もないのかもしれません。

さて,10月 1日 は,茶花小学校の大運動会です。地

域の皆 さん,おいでいただいて一緒に楽 しんでくださ

い。皆 さんと一緒に茶花小か ら′世界に “元気"を発

信 しましょう。空は世界につながつています。

☆ Z学期がLAttιl孝した
長い夏休みが終わり, 2学

期が始まりました。夏休み期

間中,大きな事件や事故もな

く子 どもたちが,無事に始業

式を迎えることができ, うれ

しく思います。

2学期は,一番長い学期で,

運動会,学習発表会 と行事 もた くさんです。

スポーツの秋,読書の秋等 さまざまな秋を楽 しみなが ら

大きく成長 して欲 しい と思います。

☆ 運動会へ向lfて
～熱毒青の魂を経やせ『 1510努力こスマイJιで～

10月 1日 の運動会へ向けて

練習 も大詰 めになってきま

した。エイサーでは,山 下

真紀 さん,松本友美さん ,

カロ藤実香 さん,川 畑アキラ

さんを講師に迎 え,子 ども

たちだけでな く職員 も一緒

に練習に励んでいます。

お弁 当もまた楽 しみに している

子 どもたちです。応援 よろしく

お願い します。
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☆ 道徳―害授業・ PTA
ご多用のなか,授業参観及び学級 PTAに 参カロしてい

ただきあ りが とうございま した。「友情・信頼」をテー

マに,相 手を思いや る心 とは どうい うことなのかムヌガ

ンタイムで議論す ることができま した。家庭で も一緒に

考える機会をもっていただけた らと思います。
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☆ おめでこうございきけ
○ でっかい夢語 り大会

最優秀賞 6年 原田 咲夢さん

優秀賞 5年 松永 珠春さん

○ 児童生徒作文コンクール町審査会

特選 6年 有村 一花さん

特選 5年  占田 琉乃さん

特選 4年 小野llB 邊菜さん

特選 4年 白石 真那斗さん

特選 1年 松永 純怜 さん

○ 読書感想文コンクール町審査会

教育長賞 5年 後藤 千乃さん

6年 久志 奈々葉さん

特選   2年  後藤 好香さん

☆ つなぐ～キャリア教育
本校では,全児童の夢カー ドの掲示をしています。今回は,夢に向かつて頑張っている子 どもたちの中から

い くつかの絵を紹介 します。

1年 和宇慶 帰一 さん 2年 平田 優希 さん

1『

湧義さん
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〇 小学校社会科作品コンクール町審査

特選 5年 村岡 里香 さん

特選 5年 松永 珠春 さん

○ 理科に関する研究記録展町審査

特選 5年 後藤 千乃さん

特選 3年 平田 千和さん

特選 2年 村岡 京香 さん

○ 歯の健康優良児

6年 山下 吉平さん

6年 池田 咲妃さん

6年 富永 恋紅葉さん

6年 永野 海璃 さん

6年 喜山 大地さん

6年 森  琉誠 さん

6年 原田 咲夢さん

3年 川畑 広花 さん

5年 後藤 千乃さん 6年 山下 吉平 さん
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☆ 評議委員会
第 2回評議員会が行われました。意見交換では

たくさんのお褒めの言葉,励 ましの言葉をありが

とうございました。これからも,子 どもたちを,

☆ 10日行事

1日 (日 )第 99回秋季大運動会

4日 (水)豊年祭 「 五夜踊リ トクンガモーキャー

5日 (木)身体計測

8日 (日 )第 53回町民体育大会

12日 (木)町小学校陸上記録会

13日 (金)3・ 4年視力検査

16日 (月 )1・ 2年視力検査

17日 (火)5・ 6年視力検査

20日 (金)全学年 5時間授業

26日 (木)イ ンターネット利用に関する教室 (保護者)

27日  (ζゝ)ィ ンターネント利用に関する教室 (児童)

学校をよろしく

お願いします。
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