神樹の窓
全校太郎山遠足
晴天に恵まれ無事実施
五 月二十 日（ 金 ）
、 雨の影 響で一 週間 延期 された 全

した。 学校で も懸案に なって いた箇所でしたが、 労

を厭わず、率先して作業に取り組んでくださる姿に、

当は、 子ど もたち にと

保護者 の皆さ んが早起 きして 作ってくださっ たお弁

田平の風景に見とれました。それから楽しいお弁当。

して 、校歌を 歌い、 眼下に 流れる 雄大な千曲川や上

皆 様にお詫 び申し 上げま す。申 し訳ございませんで

止せざる を得ま せんでし た。保 護者の皆様、地域の

業につ いては 、連絡調 整が十 分できなかった ため中

なお 、ご案 内を差し 上げた 丸堀方面のコロペタ作

いが伝わってきました。本当にありがたいことです。

学 校や子ど もたち のことを 第一に 考えてくださる思

っ て何 にも 勝る心の 栄

した 。次回 の作業 に、また ご協力 をお願いします。
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養 素でも あり ます 。
「お

太郎山 までの ルートは 表から の真っ向勝負。急な

よ」 と自慢 気に 食べる

て作ってくれたんだ

二 十四 日は 市民会 館で鑑 賞音 楽会が 行わ れま した 。

母さ んが 気合 いを入れ

傾斜を ぐん ぐん登 って いき ます 。
「先生 、あ と何分 で

姿 に、 ご家 庭の絆 を強

今 年は混声 合唱で 、東京 コールアカデ ミーの皆さ

校太 郎山 遠足が 、無 事実施 され ました 。

着 くの？ 」と言 いながら 、でも 笑顔で、道々の会話

く 感じ ました 。あり が

凄い迫力！移動鑑賞音楽会
東京コールアカデミー

を 楽しみな がら登 ります。 縦割り 班なのでいろいろ

とう ござ いま した。

か つぱ たん

んの 演奏を聴 きまし た。分 厚いハーモ ニーの合唱か

な学 年の人と お話が できる し、たくさ んのことを教

ら 独唱 、 そし て 「 河 童 譚 」の オペ レッ タに 至る ま

で、楽し いパ フォーマ ンスと 色彩豊かなプログラム

帰り 道は 黄金沢 での
川遊びや 、わ き水に長 蛇の列 。自然の中に生きる逞

えても らえる し、六年 生を初 め高学年は 、下級生を
まとめた りし て大変な ことも 多いだろうけれど、そ

に、子ど もたち も大喜び でした 。おうちでも感想を

なりま したが 、保護者 の皆様 には学校内 外の作業を

聞 いたり 、話 題に してみ て下 さい。

しい子 どもた ちの 姿に、 心癒 され る時間 でし た。

ＰＴＡ作業ですっきり！
ありがとうございました

さっ た保護 者の 皆様・ 地域 の皆様 にも 感謝 です。

がら笑 顔で帰 宅しま した。 一緒について 登ってくだ

おか けしまし たが、 子ども たちは 快い疲れを残しな

帰 校が予定 時間よ り遅く なってしまい 、ご心配を

のことに よって 形になら ない大 きな力をまた同時に
つ けている のです 。本当に ありが たい、貴重な体験
だ なあと 思い ます。
入学間もない一年生も
白蛇神社まで、二年生は
一の鳥居まで頑張って歩
き き り ま した 。 立 派 で し
たね。お弁当がおいしか

三年生以上は予定より

率先して 取り組 んでいた だき、 ありがとうございま

登山 の翌日 のＰＴＡ 作業は 、暑いくらいの陽 気に

若干遅れて十二時頃山頂

し た。お陰 様で 学校内が 見違え るほどすっきりしま

った ことで しょ う。

に 到着。皆で万歳三唱を

