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今年度︑赴任しました
矢谷 卓也

ができました︒
また︑毎朝の登校
時に子どもたちを温
かく見守っている地
域の方々や学校の授
業で支援していただ
いている方々︑地域
スポーツクラブを指
導していただいてい
る方々など︑嵯峨野
小学校の子どもたち
のために多くの方々
が支えてくださるこ
とに︑大変感謝して
います︒子どもたち
の力を伸ばそうとし
て活動していただい
ていることで︐この
嵯峨野小学校地域が
よりよくなっている
ことをしみじみ感じ
ました︒
現在の小学校は︑
指導要領の改訂にと
もない︑授業時数や
授業形態などが大き
くかわろうとしてい
る時期に入っていま
す︒しかし︑変わら
ず大切にしていきた
いのは︑地域の中で
育つ子どもたちと地
域とのつながりです︒
嵯峨野に住む子ども
たちを地域や家庭︑
教職員とで育てると
いう姿勢で︑取り組
んでいきたいと思い
ます︒今後とも︑よ
ろしくお願いいたし
ます︒

嵯峨野小学校
教務主任

今年度︑嵯峨野小
学校に赴任し︑教務
主任を務めておりま
す矢谷卓也です︒
歩こう会と私
地域の皆様︑各種
嵯峨野社会福祉協議会
団体の皆様には︑日
会計 水 江 勇
頃より本校の教育活
を歩いていると﹁こ 動にご支援とご理解
んにちは﹂と声をか を受け賜り︑ありが
けて頂けます︒私も とうございます︒四
慌てて﹁こんにちは﹂ 月 か ら 嵯 峨 野 小 学 校
とご挨拶させて頂き で教務主任の仕事を
ます︒また︑歩こう 務めていますが︑こ
会 の 時 し か 顔 を 合 わ れまでの地域の方々︑
さない方でも挨拶を 各種団体の方々の活
交わすことが出来ま 動とご協力に大変感
す︒そして︑感想を 銘を受けています︒
聞かせて頂けるよう 五月三十一日の学校
になりました︒今回 運営協議会では︑遅
は楽しかったよ！今 い時間にもかかわら
回はしんどかったわ！ ず ︑ た く さ ん の 地 域
次回はどこに行くの の方々と教職員で充
ですかと聞いて頂き︑ 実 し た 話 合 い を 行 う
何とかお話をするこ ことができました︒
とが︑出来るように 嵯峨野小学校と地域
なりました︒うれし の子どもたちへの愛
い限りです︒
情をいっぱい感じま
周 囲 の 皆 さ ん の お した︒
助けがあって初めて
五月三十日に行わ
出来ていることを忘 れた﹃ごみゼロの取
れずに︑これからも 組﹄では︑全校児童
地域の皆さんのお手 が校内や校区内の清
伝いが出来たらいい 掃活動に取り組みま
なと思っています︒ した︒四年生が六反
これからもよろしく 田橋周辺の有栖川清
お願い致します︒
掃を行うときには︑
地域の方々が子ども
たちの安全を確保し
ながら︑活動を支援
してくださり︑無事
に活動を終えること
ある日︑突然遭遇
したのですが︑社会
福祉協議会のお手伝
いをして欲しいと︑
要望がありました︒
マンションの管理組
合ですら︑分からな
いものが︑地域の皆
さんのお手伝いなん
か︑尚更分かりませ
ん︒しかし︑頑張っ
てみようと︑前向き
に考えることにしま
した︒壱年目は無我
夢中で付いて行くこ
とで︑精一杯でした︒
しかし︑最近は︑名
前も憶えて頂き︑何
とか皆さんに付いて
行くことが出来るよ
うになったと思って
います︒
社協の行事の一つ
に︑歩こう会があり
ます︒企画そして実
行のお手伝いをして
います︒当初は手探
り状態で︑皆さんの
お声を聴くことが出
来ませんでした︒当
然ながらお顔とお名
前が一致しません︒
︵現在も今一つ駄目
です︒︶しかし︑道

校長 竹内

﹁男前﹂嵯峨野の立役者

嵯峨野小学校

直美

学校の正門︒そこは児童や保護者・地域の方々
など多くの方の出入り口です︒云わば学校の顔で
す︒その正門の脇で春にはチューリップが︑今は
マリーゴールドが咲き皆さんをお迎えしています︒
一歩踏み入れると︑梅雨の時期に輝く紫陽花が咲
き誇っています︒そして﹁次は私﹂とクチナシが
自分の出番を待っているかのようです︒
学校を訪れた方から︑
よく﹁きれいな学校で
すね﹂﹁気持ちのよい
学校ですね﹂と言って
いただきます︒この学
校の顔へのお褒めの言
葉を聞くととても嬉し
くなります︒これが嵯
峨野の自慢の一つ﹁男
前﹂です︒女性に例え
るなら７７歳︵周年︶
なので﹁美魔女﹂でしょうか︒
植え込みが綺麗に刈り込まれ雑草が取り除かれ︑
大きな木も適度に枝打ちされています︒スッキリ
しているので︑１年生のアサガオの鉢等も整然と
並べることができ︑子ども達も気持ちよく水やり
ができます︒この﹁男前﹂を支えてくれているの
が嵯峨野応援団の地域の方々と管理用務員の水山
さん︒﹁男前﹂の立役者です︒
水山さんは今年で嵯峨野でのお勤めが３年目に
なります︒水山さんの仕事ぶりはマグロの如く止
まることがありません︒地域の方と枝を刈ったり
修理をしたり︒正門横の花壇は水山さんのアイデ
アです︒ぴょんこっこハウスに西日があたるとウ
サギとインコが暑かろう︑とカーテンも取り付け
てくれました︒朝は玄関︑昼は花壇︑昨日はこち
ら︑今日はあちら︒学校中のあらゆる場所が水山
さんの守備範囲です︒
小学校での勤務は初めてなので・・・とおっしゃっ
ていましたが︑にこにこ笑顔で子ども達と仲良く
なり︑挨拶で保護者・地域の方とどんどん顔馴染
みに︒そんな水山さんは嵯峨野のことが大好きで︑
その水山さんのことをみんなが慕っています︒
嵯峨野をみんなから愛される学校にしたい︒そ
のためにも︑嵯峨野の﹁男前﹂がこれからも続き
ますように︒地域のみなさん︑水山さん︑どうぞ
よろしくお願いいたします︒

正門のマリーゴールド

嵯峨野だより

今年度から﹁嵯峨野だより﹂
に小中学生のページを設けま
す︒児童や生徒さんの感想文
や作品を写真で紹介します︒
子供が卒業すると学校の様子
を知る機会が無くなりますよ
ね︒子供たちの優秀作品を紹
介するのではなく︑日常の一
遍が垣間見える情報を提供で
きればと考えています︒
この企画は︑先生方や保護
者の方のご理解とご協力によっ
て成り立っています︒
読者の皆さんが温かく見守っ
て下 さるこ とを願 ってい ます︒

従来は年齢制限があり満65歳以
上の方しか参加できませんでした。
今年度から誰でも参加できるよう
に年齢制限を無くしました。
このことにより４月の歩こう会に
は、満６５歳未満の方が２名参加
されました。出来るだけ平坦なコー
スを２kmほど歩き神社仏閣の拝観
をして現地解散します。９月の歩
こう会は 健脚コースを用意した
いと考えています。
近年、参加者が減少し昨年の
参加者は６６名でした。この行
事は各種団体の役員さんやご町
内の福祉推進委員さんがスタッ
フとなって前日と当日の裏方仕
事を担って頂き、総勢約１００
名の方々で運営されています。
経費は社協支出の上位第２位を
占め、労力と経費を考慮し今年
度は実施しますが、来年度から
休止することにします。

嵯峨野社会福祉協議会 会長 正善 哲士

歩こう会と会食会の
年齢制限を無くしました

社協からのお知らせ
福祉ふれあいまつりは
来年度から休止になります

嵯峨野だより
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