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開催日 平成２９年１１月２８日

大宮小学校ＰＴＡ
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ＰＴＡ会長あいさつ

発行日 平成２９年１１月２９日

平山 健介 会長

日頃より PTA 活動へのご理解、ご協力ありがとうございます。
2 学期も残すところあとわずかとなりました。直近では 4 日間に渡る落ち葉清掃、パパスの皆
さんは側溝掃除を実施頂きました。ご協力ありがとうございました。
年内はあと 10 日の十日市のパトロール、15 日の駅周辺環境浄化パトロールのご協力よろしく
お願い致します。
来年は登校班運営について変更があります。防犯ボランティアの地域の皆さんからも登下校時
のマナーについて温かい言葉と同時に、厳しい言葉も頂いておりますので、特に安全面について
は保護者の皆さんには今まで以上に見守り活動にご協力頂ければ幸いです。
また、ご存知の通り区役所が 2019 年 5 月に吉敷町に移転します。現区役所跡地の利用につい
てはまだ決まっていませんが、隣接する本校も含めた再開発案も出ています。PTA としては子
供達の安全と学校活動に支障が無いように申し入れます。地域の発展と子供達の健全な育成を両
立するよう当事者である我々保護者も協力すべきかと思います。来年も変わらぬご理解とご協力
よろしくお願い致します。
◆

校長あいさつ

西川 和利 校長

今年も、残りひと月余りとなり、年末に向けて気忙しさを感じる頃となりました。環境支援ボ
ランティアの皆様による落ち葉掃きもたくさんの方々にご協力いただきありがとうございます。
今月 28 日の午後、昨年度、優秀教職員表彰を受けた船山教諭が市教委主催の「授業の達人大
公開」で市内外から参観者を迎え、授業を公開しました。保幼小連携を視点に１年生と幼児教育
センター付属幼稚園の園児がペアになって、音楽の授業を行いました。
さて、今学期も残りの授業日が２０日余り、学期末の授業参観・懇談会も始まります。今学期
予定した大きな学校行事も校内音楽会を残すだけとなりました。これまでの全ての行事を予定通
り実施することができ、おかげさまで大きな成果を上げることができたと考えています。その行
事の過程において、子どもたちは進んで意欲的に取り組み、最後までやりとげ、確かな成長の姿
を見ることができました。心も体も大きく成長する２学期になったと思います。勉強も運動も、
また様々なコンクールや大会においても本校の子どもたちはすばらしい成績を収めてくれまし
た。このような成果を上げられましたのも、役員の皆様をはじめ保護者、地域の皆様のご理解ご
協力のおかげと心より感謝を申し上げます。３学期も、役員の皆様にはいろいろとお世話になり
ますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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◇十日市（１２月１０日）について
当日は本部・文化安全部役員がパトロールい
たしますが、保護者の皆様も子供の安全につい
てご協力よろしくお願いいたします。
◇環境支援ボランティア「落ち葉清掃」について
11 月 24 日から始まりました落ち葉清掃にご協
力頂き、ありがとうございました。
残り 1 日ですが、引き続きご協力をお願いいた
します。
12 月 1 日(金) 9 時～10 時
雨天の場合は行いません。
◇さいかつボール体験会のご案内
先日、お便りでもお知らせしましたが、
今月 17 日(日)、大宮小体育館で体験会が行われ
ます。
ご家族揃ってご参加ください。小学生以上は児
童のみの参加も可能です。
12 月 17 日(日) 8 時半～11 時半頃
持 ち 物 ： 上履き、動きやすい服装

≪活動報告・各学年≫
≪6 年≫特になし
≪5 年≫特になし
≪4 年≫特になし
≪3 年≫特になし
≪2 年≫11/1(水) 鉄道博物館へ校外学習の
付添いボランティアに参加しました。
約 18 名の方に協力して頂き、無事に
終了しました。
≪1 年≫特になし
≪みやのこ≫特になし
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大宮区連合会第 3 回役員会
大宮小運動会
中部地区運動会
アルミ缶業者引き渡し
第 2 回選考委員会
第 2 回青少年さいたま市民会議運営委員会
上期会計監査
第４回中部地区学校体育施設開放運営委員
会
ふれあいのつどい前日準備
2017 ふれあいのつどい
「子ども 110 番の家」設置協力者会議
あおぎりスマイル祭りオープニングセレモニー
第 3 回選考委員会
役員研修人権啓発講演会
第 2 回学校保健委員会
わがまち防犯隊レベルアップセミナー
レッツ・ジョイン・クリーン活動
三校親善ソフトボール大会
大宮区連合会執行部会
アルミ缶業者引渡し
青少年健全育成地域の集い
大宮区連合会第 4 回役員会

運動会 PTA 競技の放送、副審
ベルマークだより No.4 配布
第 2 回ベルマーク集計、発送
第 2 回保健委員会、人権啓発講演会参加
ベルマークだより No.5 配布
さいたま市青少年健全育成地域の集い参加
運営委員会、部会

文化安全指導部
10/20～11/29 カーテン購入・取付活動
11/15 第 2 回学校保健委員会
11/24 さいたま市青少年健全育成地域の集い参加
12/10 十日市の本部テント受付・パトロール
12/15 大宮駅周辺街頭クリーン活動
12 中旬～ 冬期カーテン洗濯
2/14
第 3 回学校保健委員会開催予定
広 報 部
9/27
第 6 回部会
10/26 第 7 回部会
撮影 9 回
9/30 運動会、10/27 ミニライブ、11/6 「110 番の
家」設置協力者会議、11/7 駅伝大会、11/11 あお
ぎりまつり（オープニングセレモニー含）、
11/15 学校保健委員会、11/17 マラソン大会、
11/24 落ち葉清掃
「あおぎり」327 号発行に向け準備中です。

先生のショートスピーチ
「人生無駄なことはない。
」
木滑 雅俊
日々の生活の中でそのように感じます。そのように感じるエピソードが３つあります。
一つ目は、部活動でのことです。小・中学校と私は野球を習っていました。ヒットを打つ・
ショートの守備でピンチを防ぐことにやりがいを感じていた…そんな少年でした。その頃は、
当時１８歳の松坂大輔選手に憧れて、
「プロ野球選手になる。
」という夢をもちました。しか
し、右肘を痛めるというケガのためプロ野球選手になるという夢を諦めました。
高校生になると、野球から一転サッカー部に所属しました。しかし、いざ入部してみると
チームメイトはみんな経験者で、私一人がど下手の初心者でした。どうにかして仲間たちに
追いつきたいと思い、毎日懸命に練習に取り組みました。同じ練習をしているだけでは、当
然追いつくことができない…。そこで、朝練習や夜遅くまで残って一人で練習しました。結
果レギュラーではありませんでしたが、
あの松坂選手と同じ背番号１８番を背負うことがで
き、チームに貢献することができました。野球・サッカーから体力を培い、人を思いやる・
競い合うこと、新しいことに挑戦する楽しさ、自分を成長させるために工夫をすることなど
様々なことを学びました。この時、全力で取り組んだ貴重な経験の多くは、自分の長所にな
っています。
二つ目には、体を壊してしまった時のことです。大学生の時、大病を患い約一か月入院す
ることがありました。３週間何も食べずに過ごしました。今思うととても辛い時間でした。
そこから、将来のことが不安になり、自分の夢である「先生になりたい。
」という思いがく
じけそうにもなりました。
しかし、多くの友だちが見舞いに来てくれ、たくさんの激励をもらいました。そこから人
は一人では生きていけないこと、支え合って生きていること、久々に食べた食事から食のあ
りがたみ、病気を抱えない日常がとても素晴らしいと考えることができました。病気になっ
たという辛いことでさえ決して無駄ではなく、とても大切なことを多く学ぶことができたと
思います。
三つ目には、大人になって取り組んだマラソンのことです。私は去年・今年と１１月に開
かれるフルマラソンに挑戦しました。
正直最初のフルマラソンは知人たちと勢いで参加した
ため、
「めんどくさいな。
」と思っていました。しかし、本番走れないと困るため去年はたく
さん子どもたちと走り足腰を鍛えました。それでも、最後まで走り切ることができず、歩い
てしまいました。目標にしていた４時間切りを果たすことができませんでした。今年に関し
ては、全く練習することができず、去年より４０分遅いゴールでした。とても悔しい思いを
しました。
走っているときは「やりたくない」と思っていましたが、今では「来年こそ４時間以内に
ゴールをしよう」という強い決意をもつことができました。このことは自分を高めるきっか
けだと思います。
今無駄だと思っていることでもいつか必ず
「やっておいてよかった」
と思う場面が出ます。
無駄だとあきらめるより、
「どんなことでも無駄ではない。
」と思って懸命に取り組む方が自
分を高められ、人生がより豊かになります。大宮小の子どもたちには、素敵な未来、大人に
なるためにも、何事にもチャレンジしていってほしいです。

