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7 月 28 日(火)午前 9 時(開会式は 8 時 20 分)から、相良総合グラウンドで、市内
小学生の陸上競技大会が開催されます。今回は、大会に向けての各小学校の担当の
先生や子どもの意気込みを紹介します。
相良小学校チームの自慢は、「はげまし
あう姿」です。苦しい時には、必ず、「がん
ばれ！」「負けるな！」と声援が飛び交います。見学者をほとん
ど出さず、全員で全メニューをやりとげられるのは、きっとその
声援の力です。学年目標、「チャレンジャー１０７」のもと、6 年生
１０７人のチャレンジャーたちが旋風を巻き起こします！

片浜小学校は、５年生 10 名と６年生 15 名で、陸上練習に
取り組んでいます。自分の力を発揮できる種目を選び、
少しでも記録が伸びるように練習しています。人数は少ない
けれど、全員が選手、全員が応援団の気
持ちで団結し、やる気いっぱい！！優勝
目指してがんばります。

「友だちからも、先生からも信頼される選手
になろう！」を目指し、６年生が決めた
＜練習の約束＞①時間を守る②元気なあいさつ③黙って整列
④全力で練習⑤お互いに励ます、を意識しながら、陸上
リーダーを中心に、５，６年生４３名が、全力で練習に取り組ん
でいます。

「陸上練習を始めましょう」陸上リーダーの大きな掛け声で
萩間小の陸上練習は始まります。３つのもの＜目標・やる
気・高め合う声＞をもって練習に参加することを約束にして
いるので、練習中の子供たちの目は、闘志
で燃えています。萩小、大会に向かって
ＧＯ！

６年生５７名、みんなで元気よく声をかけ
合って取り組んでいます。地小６年のよいと
ころは、たいへんなこともみんなで乗り越えていくところです。
陸上練習も疲れてへこたれそうになると、必ず誰かが声を掛け
てくれます。これからも励まし合って、陸上大会ではみんなで
やり遂げた喜びを味わいたいと思います。

川崎小学校では、「ランニングスマイル」を合い言葉に６年
生全員参加で陸上練習に取り組んでいます。目標を自己
記録の更新と６年のまとまりを高めること。大会では、他校の
友達と競り合いながら一層力を伸ばしたり、
テントの仲間が、一丸となって仲間を応援し
たりすることを目指しています。

ぼくは、陸上大会で走り幅跳びをやり
ます。今は記録に不安があるけど、これから
始まる種目別の練習で記録を伸ばし自信をつけたいと思い
ます。そして、陸上大会ではベストを尽くし、最高記録を出した
いと思います。また、ぼくは、学年のリーダーなので、みんなを
まとめるために、自分の力を最大限に出していこうと思って
います。
益子太貴(学年リーダー)

勝間田小学校５・６年生５５人は、４人の陸上リーダーを
中心に、毎日「腕のふり」や「足の回転」を速くするフォームに
気をつけながら“全員自己ベスト達成”に向けてがんばって
います。グラウンドに響くやる気いっぱいの
かけ声やあいさつも勝間田小の自慢の
ひとつです。

私は、走り高とびで去年も走り高とびをやり
ました。去年の最高記録が１１０cm だったの
で１１０cm をこしたいです。そのために、しっかり陸上練習を
やってジャンプ力をつけられるようにがんばりたいです。去年の
記録は、絶対にこしたいです。
木ノ下桃香(体育委員長)

５，６年生６２名で４月下旬から陸上大会の練習を始めてき
ました。今後、自分に合った種目を選択し、目標記録に近づ
くように練習をしていきます。大会当日は、一人一人が最高
のパフォーマンスを発揮し、自己記録を更新
し、原っ子の笑顔がいっぱいあふれる大会
にしたいと思います。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

牧之原市テーマ『塩の道』街道文化
相良幼稚園耐震補強、細江保育園の新設などを行っています！

塩の道フェスティバル
～「塩の道」文化 よみがえれ・今・この時に～
国民文化祭「塩の道フェスティバル」は、10 月 30 日(金)から 11 月１日（日）まで、3 日間開催されます。
かつての古道をたどる「塩の道ウォーキング」、昔ながらの道具を使った伝統の方法で塩をつくる「塩づくり体験」、
歴史研究者の解説により塩の道沿線の民俗芸能を上演する「郷土芸能の祭典」の 3 事業が展開されます。

塩の道ウォーキング

塩づくり体験

第１回 出発式・糸魚川市ウォーク（千国街道）
1 日目 7 月 24 日（金）ウォーキング
松本街道 大野コース（約 15km 約４時間）
２日目 7 月 25 日（土）ウォーキング
松本街道 根知コース（約 20km 約６時間）

開催日時：10 月 31 日（土） 午前 10 時～午後３時
会 場 ：茶々塩屋敷 （牧之原市波津海岸）
参 加 者：一般の希望者 100 人
体験方法：昔ながらの道具を使い、揚浜式製塩法で塩
づくりを行います。
※海の体験（カニ釣り・ウミガメの産卵地見学
などもあります。）

第２回 長野県松川町ウォーク（秋葉街道・伊那街道）
1 日目 ８月 28 日（金） ウォーキング
上村及び大鹿村の一部（２～3 時間）
２日目 8 月 29 日（土） ファミリーハイキング
松川町教育委員会主催 （６時間）

郷土芸能の祭典

第３回 飯田市南信濃ウォーク（秋葉街道）
９月９日（水）日帰り
あおくずれとうげ

おくり ょ う け

南信濃村和田城 → 青崩 峠 → 浜松市水窪町奥領家
第４回 浜松市佐久間町ウォーク（秋葉街道）
９月 26 日（土）日帰り
しろにし

あいづき

に し ど

浜松市佐久間町城西 → 佐久間町相月 → 佐久間町西渡
第５回 浜松市春野町ウォーク（秋葉街道）
10 月 17 日（土）日帰り
ずい う ん ざ か

牧之原市では、安全・安心な
学校・幼稚園・保育園づくりの
ために、今年度も施設の新設や
耐震補強工事に取り組んでいま
す。
※( )内は予算額
①相良幼稚園保育室棟・遊戯室
棟の耐震補強工事（75,447,000 円） 【耐震補強前の相良幼稚園 園舎】
②細江保育園の新築工事（411,433,000 円）、
勝間田保育園の耐震補強工事(64,700,000 円)
③相良中学校格技場(71,870,000 円)、榛原中学校武道場(40,978,000 円)、
牧之原中学校校舎棟の耐震補強工事(160,959,000 円)
担当：幼保支援室、教育総務室

み く ら

浜松市春野町秋葉神社下社 → 瑞雲坂 → 森町三倉
第６回 牧之原市ウォーク
10 月 30 日（金）日帰り
菊川市塩の道公園 → 正林寺 → 園坂 → 相良海岸

問い合わせ:芸術文化室

人形劇「かさ地蔵」を上演します。
ぜひご参加ください。
日時：８月１日(土)午前 10 時 30 分～
場所：静波保育園 定員：100 名
料金：無料（要整理券 整理券は７月１０日(金)
から図書館などで配布）
問い合わせ：社会教育室 53-2646 まで

4 月 19、25 日に裾野
球場他で行われた県
大会において、榛原中
野球部が準優勝に輝き
ました。決勝戦では常葉
橘中に惜しくも敗れま
したが、見事な試合を
見せてくれました。

52-5544

社会教育室では、中学生に福祉施設など
でのボランティアを紹介しています。
この活動は、中学生がボランティア活動を通じて他人を大切にする
こと、自分が大切な存在であること、社会の一員であることを実感し、
思いやりの心や規範意識を育むことを目的に、平成 19 年度から市内の
全ての中学生を対象に実施しています。
平成 20 年度は、延べ 408 人の生徒が、
休日を利用して市内の福祉施設、図書館、
公民館などでボランティアを行ってくれ
ました。
市では、今後も中学生が積極的に
ボランティアに参加してくれるよう期待
しています。
【お年寄りに優しく接する相中生】

担当：社会教育室

ご存知ですか？

53-2646

まきのはら子ども教室

社会教育室では、市内の小学生を対象に体験
教室「まきのはら子ども教室」を開いています。
このうち「子ども☆まきのはら塾」では、囲碁、
茶道、こて絵、コーラスなど 13 の体験教室を
開催しており、地区限定の体験教室として萩間
がっこう

ふるさと教室、地頭方ふるさと教室、水辺の楽校も
同時に開講しています。
これらの教室では、地域の大人がボランティア
で子どもたちを指導してくれています。子ども
たちが地域の大人とのふれあいを通して、家庭や
学校では得られない体験することができる貴重な
機会です。小学生、保護者の皆さんのご参加を
お待ちしています。
問い合わせ：社会教育室

53-2646

公園造りボランティア

自然に学び・自然と遊ぶ
皆さん、こんにちは。
私達は、菅ケ谷地区の有志で公園造りを
楽しんでいる楽遊会です。
地元の地権者の方々のご厚意により、竹林や
山林、田畑５ｈａを無償でお借りして「自然に
学び・自然と遊ぶ」をテーマに荒廃した里山に
少しずつ手を入れ四季で楽しめる公園造りを
進めています。
この活動は、子どもたちと共に公園造りを
通して自然の大切さ・物を作る楽しさ・育てる
楽しみを知り、人としての絆を考え、地域の方々
との交流を深める事を目的としています。
スタートして６年間、苦労もありましたが、
保育園・幼稚園児、小学生との植樹や凧作り、
自然学習、中学生との伐採など体験学習の場と
して楽しんでおります。子どもたちの遊ぶ笑い
声は何にも勝る宝物だと思います。
これからも
子どもたちと
楽しみながら、
後世に残せる
手造りの公園
にしたいと
思います。
(文：榑林茂男さん)

【「mama はぁと」で託児を手伝う榛中生】

【中学生と一緒に公園を整備しています】

中世の館 発見！ 宮下遺跡発掘調査

－坂部－

みやした

市指定文化財「宮下遺跡（坂部）」確認調査
が、４月から６月にかけて行われました。
奈良時代から鎌倉時代にかけての建物跡、
りょくゆう

高級品として扱われた緑釉陶器、墨字が書か
れた珍しい土器などが多数発見されました。
調査結果から、この地域の拠点となる館
（やかた）が
存在した場所であろうことが判明しました。
５月２８日には、坂部小学校６年生 1７名
が土器探し・土器洗い・火起こしなどを体験
しました。自分たちのまちの新たな歴史の発
見に立ち会った子どもたちは、歴史を学ぶこ
との意義を知ることができたようです。
【土器洗い】

【
火起こし】

インフォメーション

教育委員会では、毎月 25 日を基本とし
て定例会を開催しています。この会議は、
教育委員長の許可を得れば、どなたでも
傍聴することができます。傍聴を希望され
る方は、教育総務室までご連絡ください。
教育総務室 53-2642

開催日時：11 月 1 日（日） 午前 10 時～午後４時
会 場 ：牧之原市相良総合センター「い～ら」
内 容 ：○大江八幡宮の御船神事（牧之原市）
○【講演】「三遠南信の暮らしと塩の意義」
野本 寬一 氏 （近畿大学名誉教授）
○【討論会】「塩の道文化論」
解説
八木 洋行 氏 （日本民俗学会）
○大鹿歌舞伎（長野県大鹿村）
○八幡神楽（水窪町）
○天宮神社の十二段舞楽（森町）
○黒田人形浄瑠璃（長野県飯田市）
○飯津佐和乃神社御船神事（牧之原市）
○蛭ヶ谷の田遊び（牧之原市）
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市内の小学校と中学校の『じまん』を毎号、
紹介していきます。お楽しみに！

川崎小学校

「地域と共に１２０年、脈々と続く伝統」

明治 22 年静波、細江、仁田、勝

クラブ活動「琴」

俣、道場が合併して川崎町｢川崎尋常

また、クラブ活動では、16 クラブ

小学校｣と称し、校舎を静波に置いた

中、12 クラブに地域の皆様に指導者と

のが、本校川崎小学校の誕生です。

して御指導いただいています。より

昭和 31 年には全校舎焼失という

専門的な御指導をいただくとともに、

悲しい出来事もありましたが、地域の

様々な方と、ふれ合う貴重な時間と

皆様の支えにより、現在の位置に新

考えています。さらに、毎週金曜日に

校舎が完成しました。

は地域の方や保護者ボランティアの

以来、地域の皆様に支えられ、地域

ボランティアによる読み聞かせ

地頭方小学校

皆様方、是非ご参加ください。

皆さんによる、読み聞かせを行って

の中心校として、多くの教育実践を

います。｢ 本がすき

人がすき

重ね、本年度創立 120 年になりま

牧之原がすき｣をめざして、学校全体

した。11 月 14 日(土)には創立 120 周

で読書活動を推進しています。

年記念式典を計画しています。地域の

『好きです地小 やっぱり好きです地頭方』
－地域に根付いた学校をめざして－
４月の｢塩水選｣から、｢案山子コン

梅っ子ﾌｪｽﾀとﾋﾞﾀﾐﾝﾌｪｱの融合
学習成果発表の場として、毎年

クール｣、１月の｢どんど焼き｣まで、

「梅っ子フェスタ」を開催してい

一年を通して米作りを体験してい

ます。郷土の偉人鈴木梅太郎博士の

ます。これは、子どもたちの学習が

ことを調べたり、福祉や地域のことを

学校の中だけで終わることがないよう

調べたりして、家の人や地域の方に

生の体験をさせたいという願いから、

発表します。今年から「梅っ子

地域教育のボランティア団体『末広

フェスタ」と地域で行われている

会』のみなさんのご協力により実現

「ビタミンフェア」を一緒に行うこと

されています。

になりました。

子どもたちが自分の学校に誇りをも

田んぼの学校

ち、地域への愛着をさらに深めていけ

『地頭方小学校と言えば、田んぼの

るよう「地域に根付いた学校」を目指

学校』というくらい、
「米作り一年」の

＜しろかきで田んぼをならす＞

して取り組んでいきます。
＜しめ縄づくり－昨年度より－＞

活動は知られています。

〈編集後記〉 今の時期、市内の小学校では「南地域小学生陸上競技大会」に向けて、中学校では「中体連」の大会に
向けて子どもたちが懸命に汗を流している姿が見られます。運動や文化活動に真剣に取り組む子どもたちにエールを
送ります。ガンバレ！
★ご意見・ご感想はこちらまでお寄せください
教育委員会だより編集委員会
電話：53－2642

FAX：53－2657

～ 祝日には国旗を揚げましょう ～

〒421－0592
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E-mail：kyoiku@city.makinohara.shizuoka.jp
題字：鈴木干城教育委員長

