
「きらり広場」が行われ

地域の多くの皆さんが参カロされました

今年で17回 目を数えます「きらり広場」を無事終えることができました。

いつも地域の皆様や保護者の皆様に温か く支えていただき、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。「きらり広場」では、数多 くの企画を助けていただきました。子ども達は、地

域の皆様や保護者の皆様と、多 くのかかわりをもたせていただき、素敵な体験をさせ

ていただきました。

私は、いつも地域 と共にあゆむ学校であ りたいと思っています。また、児童・教職

員・保護者・地域が共に誇れる学校にしていきたいと思います。

これからも地域の皆さんに愛される学校 として、職員一同力を合わせて取 り組ん

でい く所存です。今後 もご指導。ご支援いただければ幸いです。是非、「きらり広場」だ

けでなく、様々な場面で、学校にお越 しいただければうれしいです。今後とも、どうぞ

よろしくお願いいたします。

☆Fヨう    ヨコ
・上級生は、活動の計画を立てて運営する中で自己有用感を持ち、自分づくりをするとともにクラスの結東

力を高める。
・下級生は、上級生との豊かな人間関係を体験し、ロールモデル(役割を担う人、模範、手本)と して成長していく。
・地域や保護者の方々とふれあう中で、自分や他の人のよさを見つける。

☆rョぅり聾製Ю寛聟
第 1部 学習発表会 8時40分～ 10時

各学年が音楽科で学んだ演奏を発表 しました。練習を積み重ねる中で、力を合わせて一つの曲を仕上げる

ことの達成感や喜びを感 じ取ることができました。発表当日、たくさんの地域や保護者の皆様の温かな拍手

が大きな励みになりました。

第 2部 きらり広場 (児童企画)10時 30分～12時 15分

4年生以上の各学年・学級が、総合的な学習の時間で学んだことを主に、各教室を利用 し、発表する機会を

設けました。ここでも、自分達が課題をもって調べたこと、考えたことを多 くの人々に発表する機会を設け

ることで、分かりやす く伝えるための工夫や表現方法について、見通しをもちながら学ぶことができました。

【発表内容】 4年生   「やさしい町づくリパビリオン」
5年生   「食のひろばJ～米づくり・給食。お好み焼き～

6年生   「ごみ博士になろう ごみ問題を考えよう」

たんぽぽ2「リサイクルエ作で遊ぼう」
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界再4」号(平成25年 3月 20日 )

阿品台コミュニティ 事務局 (丁EL39-4338)
阿品台地区人口・世帯数(平成25年2月 1日 現在)

人口9,097人 (374人増)男 41268人  女4,829人

世帯数3,574世帯(84世帯増)。 高齢化率20.3°/c(3.2%減 )

(参考:市平均24.4%(0,4%増 ))

( )内の数値は平成24年 10月 20日 との比較

校長 奥 志保江



平成24年度後期

平 清盛

第1回 音戸編 日時:10月 3日 (水)29名参加

吉川英治文学碑― 渡船一 音戸銀座街― 法専寺― うず

しお・ドラマ館一一清盛塚― 清盛 日招 き像一 日招 き岩

一 歴史の見える丘

ドラマ館では地元
ボランティアの方が
「音戸の舟歌」を披露

ゆかりの歴史回廊をたずねて
第2回 宮島編 日時 :10月 23日 (火)30名参加

行者堂一 大東富 くじ場跡一 不動堂一 山辺の古径一
三翁神社― 厳島神社一 大願寺一 清盛神社

アコーステツクと
JAZZのタベ
日 時 :12月 1日 (土)58名参加

場 所 :阿 品台市民センター

演奏者

大岡峯明 (ヴ ォーカル)

太田和孝 (フ ルー ト)

森川敏行 (ギター
)

大岡真知子 (ピ アノ・ハーブ)

Iビ

松竹梅の寄せ植え講座
(阿品台市民センター共催)

日 時 :12月 15日 (土)21名参加

場 所 :阿 品台市民センター

講 師 :ハ シモ ト園芸

じめ飾り作り
時 :12月 24日 (振休)24名参加

所 :阿 品台市民センター

日

場

口
鳳

壼
ロ

本場中国の手作り餃子
時 :2月 25日 (月 )26名参加

所 :阿 品台市民センター

日

場

秋季グランドゴルフ大会
秋晴れの体育の日(10月 8日 )阿 品台東小学校

のグラウンドで盛大に開催されました。

参加者は総勢80名 、5名一組の16組 に分かれて

日頃鍛えた技を競いました。

優勝者は山の手の水田嗣郎 さんスコアー は

51②でした。

三翁神社では
優雅な舞踊を見学



ソフトボール大会
日 時 :10月 28日 (日 )

場 所 :阿品台東小学校グラウンド

参加チーム:①阿品台北タウンA、 ②県営、③山九、

④十日市西高 (男 子)、 ⑤廿日市西高 (女子)、 ⑥5丁 目上、

⑦五丁目、③各地区混成の8チ ームが参加

順 位 :優 勝 山九チーム 準優勝 5丁 目上

三 位 阿品台北タウンA/5丁 目/廿 日市西高 (男 子)

近年、コミュニテイ会員の高齢化の影響で出場チー

ムの減少が 目立ち先行 きが懸念されてお りましたが、

おもいきリフレッシュな廿 日市西高の男女チームが

参加 して くれて、会場は若い元気な声で溢れ、素晴ら

しい大会 となりました。今後は、いろんなコミュニテ

イ行事に地域内にある小学校、中学校、高等学校、大学

との交流を進めていきたいと思っております |

交

日

流 ウ ォ ー キ ン グ と 宝 探 し 情 少瑞 険 催)

時 :11月 18日 (日 )9:00～  68名 参力日

コース:① 4。lkmコ ース、②2kmコ ース

老若男女68人が東小学校の体育館に集合、市の体育指導員から正し
いウォーキングの仕方等のお話を聞き、十分なス トレッチ運動をした

後、長短2つ のコースに分かれて阿品台公園を目指 し

て出発、当日は江田島を抱える広島湾、宮島の鳥居

が くっきりと青空に映え楽しいウォーキングを

することが出来ました。

ウォーキングの後は子供たちの宝探 しを行い、

うれしいお土産を参加者全員がゲットし喜んでい

ました。今後も多くの皆さんの参加をお待ちしてます。

防災訓練
日 時 :11月 25日 (日 )

約100名参力日

場 所 :阿 品台消防分署前の駐車場
バケツリレー、水消化器による消

火訓練、人口呼吸蘇生体験、AEDに
よる蘇生訓練体験を実施 しました。

通学路清掃活動
日 時三2月 16日 (土)418名参加

阿品台地区の小中学校、十 日市西高、

日赤看護大学の各種クラブ員、それに

各町内からボランティアの人々総勢

418名 で通学路周辺の清掃を実施 しま

した。また、学校周辺のバ ックミラー

は阿品台交番の指導を得て鏡面を清

掃 しました。
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第 3部 きらり広場 (保護者・地域・教職員企画)

13時20分-15時
「きらり広場」では、今回も多 くの皆さんの企画がありました。

Oオ ープニング……………………………………PTAコ ーラス部
0餅 つ き ………………………………………悠々会・保護者有志
0カ ローリング ・…………………………………・プラチナ会 0睦会
・羽根つき ………………・。…………………………若葉会・桜友会
0ミ ニボーリング ……………………………………………・千寿会
・輪 投 げ ・………………………………………000悠々会 e山寿会
・干し柿づ くり………………………………………………0地域有志
・スカットボール………………………………………民生委員有志

澄 ♭じ砂労警馨蔭

室

|…
… 献 センタ発 画麟 架

・ヨーヨーす くい eボールす くい ・…光の園の先生・保護者有志
・絵本読み聞かせ …………………………・本校読書ボランティア
0パ ン販売 (パ ンの軽食を含む)・ ………………………アダージョ

・お化け屋敷・きらリカフェ ……………………………保護者有志
・かんたんピザ・スーパーボールづくり・……………………本校職員

干 し柿づくり

∃一ヨーすくい

かんたんピザ
ス万

★Π呈童到ミユ呈デイ健塑じへQ  ヨ望
今年も「きらり広場」は、地域・保護者の皆様の協力のもと、たくさんの人々が集うことができました。これ

までも多くの企画を考えていただき、にぎわいをつくり出してきました。これも、小学校という、子ども達の

育ちの場が、地域の皆様に愛され、大切にされてきたおかげです。今後とも、たくさんのご支援とご協力を賜

りたいと思います。来年度もたくさんの皆様方にご参集いただけますよう、よろしくお願いいたします。

阿晶台東小学校 教 頭 阿比留 時彦

エジソンの蓄音機 楽しい科学実験教室

「きらり広場」に興味を持たれた方、参カロを御希望の方は1阿品台東小学校 (容 39‐5358)
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餅つさ


