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揚 鯰 趾 ゞ

西暦2000年に生きる生徒づくり

―ほしがらない、出し惜しみしないで

明日のために蓄積を一

夢と希望で新 しい年度を迎 え,=応準備万端整 えて,輪之

内丸は発進 して,はや夏休みも眼前。

前途には種々の困難が山積みで,曰 く,生徒非行 ,問題行

動 ,無気力,勤労をいとう。自己中心で協力がない。奉仕の

精神に欠ける。その上ほぼ全員が高校進学希望…・……等々。

今少し視野を広げて見ると,西歴 2,000年に生 きる生徒の

前にはもっともっと困難がある。

「 2,000年 の地球」 (米国政府の研究 )では,世界の人

口が40億人から63億人に脹れ上が り,エネルギー不足,食糧

の欠乏になり13億人の飢餓人口 (現在 3～ 4億人 )になるし,

森林・土地・水などの環境破壌が進むといっている。

この危機から人類を守 り,わが身の不幸をどうして避ける

か(20年後 )今 からそのすべを学んでおかねばならない。
エネルギー不足だからTVは廃止 ,冷蔵庫 もだめ,洗濯機

もだめ,自動車は使 うな (昭 55・ 3,04人 当り1台 )と いって,

江戸時代カリロ治いや昭和初期の生活をしろと言われて,そん

な生活が考えられるかと問いたい。

これはうそでない,ま ことであろう。救 う道 ,避ける道 も

なくはな力>ろ う。

それは第一に,こ れ以上ほしがらない °
過大な要求をしな

いこと。第二は,今持っている肉体と知識をフルに活躍 させ

ることで,出 し僣しみをしないことである。

困難に合ったとき「できた。やったことがあ礼」の自信が

ものを言う。

自然災害の地 しんにしろ,大風・洪水にしろよもやと考え,

車に乗 る身であれば,他人様の交通事故で自分に関係ないと

考え易い。病気 もまたしか り。            ′｀

事が起きてどうすると頭をなやますより,予防と準備をおヽ

こたりなくしておくこと,明 日にでもやればと甘い考えが身

の破滅をまねく。

こんな事を考えたとき,毎 日毎日をフル回転 ,明日のため

の蓄積を。

「ローマは, 1日 にしてならず」のたとえ,「がんばらな

くちゃ一。」

待望の優勝旗わが手にノ
低学年 男子

100M 優勝 大橋一夫 13″6 2位 毛利 満 1/8
200M 優勝 大橋一夫 28″3

走幅とび 2位 毛利 満 4″ 55

低学年 女子

100M 2位  近藤美保 田中美恵子  15″5同着

200M 3位 近藤美保  32″ 1

800M 3位 森 千春  2■ 6ク 7

走高とび 優勝 吉安 さお り 1″ 40

◎ パッとスタートした。走っている時は,た だひたすら次

の片野君に向かって走った。       〈毛利 満 〉

◎ 練習の時 ,バ トンパスが うまくできなかったけれど,本

番では毛利昭からスム■ズにパスができた。

〈片野恒雄〉

◎ ぼくは不調で,あ まり早 く走れなかったけれど,他のメ

ンパーが,が んばってカバーして追い抜いて優勝 してくれ

た。みんな,あ りがとう。 〈JUII智勝〉

◎ ぼくは,ア ンカーを走 り,最後バ トンをもらう時には 2

着か P着かだった。それから, トップになリゴールにとび

込んだ。最高にうれしかった。      く大橋一夫 〉

◎ 一年生が優勝旗をとってうれしかった。 〈辻 靖成 〉

6015郡陸上競技大会成績

高学年 男子

3,000M 3位  田谷英範  10′ 39″

砲丸投げ 3位 浅野照道  H″ 00

800Mリ レー3位 輪■1チ ーム 1′ 51″0

高学年 女子

200M 優勝 森島智子 30絶
800M 2位  棚橋真紀 2′ 44″ 6

砲丸投げ優勝 菱田真紀 9″ 10

〈低学年 400リ レー優勝 54行 〉
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教員25年 ,板取の山の小 さな小学校  金華山と岐阜の街

が見える中学校  清流木曽川に臨d‖島町 ,そ して,今春

から輪之内中学校へ変わって来ました。

春は,田園地帯 (輪之内町 )の真中を流れる中江川の堤に

私 と 共 に 燃 え よ う   加藤正人

仁々 lヽ学校から輪之内中学校へお世話になる加藤です。私

は次の言葉を生徒諸君に贈 ります。

『若さ!それは君達のためにある。人間の価値は,未来の

長 さによって決まる。誰の言葉か知 らないが ,未来をながめ

て生 きる君たちの時代がやって来る。しかし,未来の長さも,

自分の努力にも左右されることを忘れないように』,輪中生

よ !私 と共に燃えよう !

⌒    楽 しく充 実 した生活  伊藤清美

教師としての生活の第一歩を踏み出し,早や三カ月 を過ぎ

ようとしています。赴任した当時は,ま わりのことすべてが

わからないことばかり,と まどうばかりでした。しかし,最

近やっと学校生活にも慣れ,毎 日を振 り返ると反省しなけれ

ばならぬことも多いけれど,学校での生活すべてが,と ても

楽しく充実しています。

これからも四月当初の初心を忘れることなく,今持てる力

,/・を精いっぱい出してがんばりたいと思います。         ▼
■ ノ● 教頭先生は・……  3年 S.T.

―ツテストの時 ,僕に「 もうちょっと足を振
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 全なる精神を養 うためにも1 先ヽ生だなあ。でも,遊 びは遊び,

L et's study and traim lけ じめのある先生だ。

Our bodies  together. 年 S.Y.
(■緒に勉強 し,又 ,

′で,その上やさしくて私達のメ、気
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をするにも一つ一づ丁寧に

L`ドフ  さ鷲黒彗:3[「 11寓
かが私の心を打って来る気が

しました。皆 さんの黒い瞳から

何かが発散 していました。いった

伺ヽだったのでしょうか。それは皆

● 若園先生は 一― 3+ Y. Y.
一見 ,近寄 りがたい先生ですが,実 は実は,話 をしてみ

ると意外におもしろい所があるんですよ。それにしっかり

して,頼 りになって,いつも落ち着きのある服装で…… 3

年生 も,=度先生の授業を受けてみたいですね。

● 下山先生は……  3年  N.Y.
事務の先生 ときいて残念 ! いつも職員室なので話をす

るチャンスが少ないし,授業 も教えてもらえないから。事

務の仕事って大変なんでしょうね。それで,先生 と話す機

t

石
。
 こ[ふ1:3:蓋二先81∵ :ill彗奪]「lttξ

さんの若 さ‐杯の生気でした。私の胸

を打ったのは,ま だ本当のおそれも苦し

んは意識 しないでも人の心を打つものをもって

います。ですから,今の若さ,力強いその生気を

失なわないよう自分を大切に生 きていって下さい。く
じ
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一年のつばさ

男子がさわいで女子が静か

1年 1組
ぼく達 ,1年 1組 は,男子 19名 ,女子 18名 の計 37名 のク

ラスです。担任は,吉田保裕先生です。

学級目標は,

1 自分の意見を進んで発表しよう。

1 部活動に積極的に参加しよう。

1 計画的な生活をしよう。

1 他の人を思いやって行動 しよう。

1 すべてのものに愛の心 をもとう。

の 5つです。37名 全員がこれにもとずいて,がんばっていま

す。

しかし,現在のクラスのなやみは,授業中の自主発言の態

度が悪いことと,元気すぎて,教室内であばれることです。

特に,自主発言で男子がさわいで,女子が静かという対象的

なことである。したがって, 限 業中は集中し,特に女子が

自主発言をしよう」と,月 の目標を立てて,少 しでも近づこ

うとしています。

だんだん,友達同士が分かってきて, 1つの学校行事に対

して団結するようになっています。相手の心を気づかう,す

ばらしいクラスになる土台ができてきました。みんなで力を

合わせて,がんばりたいと思います。

シーンと静まりかえる

1年 2組
ぼくたちのクラス,1年 2組 は,明 るく,元気なクラスで

す。いろいろ良い点があります。例えば,入学 して,友 だち

ができ,気軽 るに話せるようになりました。部活 も,毎 日,

参加して,体力をつけています。

しかし,残念なことがあります。それは,先生が,「 おつ

やの練習でもしとるん力Jと ,言 われたことです。言われて

考えてみれば,シ ーンと静まりかえる時があるのです。

その原因は,はずかしがると言うことと,ま ちがえてはい

けないということです。だから,ク ラスの心を 1つにして ,

いいクラス作 りをしていきたいです。そのお手本は,なんと

いって も,2,3年 の先輩のクラスを見習 うことです。それ

に,いいあいさつ,はげまし,認めあうようにしていくこと

が ,大切だと思います。

笑 い 声 が ひ び く

1年 3組
ぼくたち1年 3組38Aの学級目標は,0おきい声で話した

か。① う1度ふりかえった力、○ つも全力を出したか。① さ

ししヽ心で接した力Ъ③ そうの実現に努めたかです。

このクラスは 1時間に1回以上笑い声が教室にひびくとい

うことから分かるように,とても明るくイ中がよいクラスです。

またいろんなことに気付 くことが出来ます。例えば花びんに

花が少ないことに気カホ「くと,花 を持ってきてくれます。

明るいクラスということが 1年 3組のよい所だけれど,明

るすぎて,教室中が うるさくなり,先生にしかられることが

悪い所です。

それでむだ口をしないようにみんなが心がけて,理想のク

ラスに出来 るよう,がんばっています。

⌒ ⌒
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校内陸 卜鬱技大会

全力,団結,そ して・・・勝利

1年 2組

わたしたち1年生は,初めての大会なので,ワ クワク

していました。だれかからクラス対抗や,と聞いて,し

ゅん間は,ほんならみんなで協力して,がんばらないか

ん,と思いました。正直いって,私のクラスの 1年 2組

は,なんとなしに勝てそうな気がしたのです。なぜかと

いえば,小学校の時などで,陸上記録会 というのがあり,

仁木,福束 ,大薮でやったことがあって,だいたいの走

るの速い子,な どがわかっていたからです。私硼思って

いた子がたくさんいたからです。

とうとうその日がきて,競技が始まって,少 したった

時にだれかが「おい, 1の 2-番 どべやぞ」とか何とか

いっていて「 えっ」と思いました。その時気づいたのだ

けど,私はただ何が何でも勝ちたいと思っていたのがま

ちがい。負けてもいいから精いっぱいやろうと思いまし

た。みんなで,「おいがんばれよ」と声を力■ナあって ,

みんなだいたいの子があせがでて,あつかったからかも

しれないけど,署 さにも負けず一生けん命やったと思い

ます。見学席では,競技 をやっている子を応えんしてい

ました。特にすごかったのは,最後のリレーです。これ

で勝負はきまります。みんないすからたって,応 えんじ

ていました。さいこの閉会式『 1年生 ,優勝 1年 2組』

といわれたとき,「やった一」と思いました。

新記録が 2つ も出て,がんばったなあと思いました。

こんな優勝ができたのも,みんなで,は げまし合って ,

一人一人 ,一生けん命やったから,いい結果がでたんだ

と思います。まさに,全力,団結 ,そ して勝利です。

〈西松由美子〉
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綺
袋

燿



_年のキャンバス
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協力・ けじめ・ 集中

2年 3組
私達の学級目標は『協力・けじめ・集中Jの三本です。34

人の性徒が仲良くしよう。休みと授業のけじめをつけよう。

授業には集中しよう。ということです。

この三本が,う まくできれば, 2年 3組は理想のクラスで

す。

でも,なかなか実現は難しいと思います。ですから二つの

中の一つでも実行できるようにして,こ の一年間で立派なク

ラスを作 り上げていきたいと思います。

私奉公奉

助 け合 い とけ じめ

2年 1組

「助け合い・中堅学年としてのけじめ」

これが,私達 2年 1組のクラスロ標です。

助け合い。同じクラスメートなのだから助け合わなければ

いけない。 ｀
けじめ、 2年生なのだから1年生の時のように

だらだらした生活はしてはいけないと思っています。

しかし,今現在の私達には,はっきりいって,助け合いも

けじめもしっかりつけているとはいえません。

授業中でもよく先生に

「 もう少 し,2年生としてのけじめをつけよ」

と,しかられます。

今は,こ んなふうにしかられてば力>り いる私達ですが ,日

標に一歩でも近づくように努力をしています。

まず私が。……の精神で

2年 2組
Oちあるめあてをまず私がそれからみんなと…か

④っさいの責任は私にある。といえるか

の くましくや りきりけじめがある力>

② るしみ喜びがわかりあえるか

これが私達のクラスの目標です。この理想のクラスの実現

へ,一歩でも,近づいていけたらと思います。いくら立派な

目標でも,あ るだけでは何の意味 もありません。守るのは私

達 ,しかし,ま だまだクラスの輪が出来ていないように思わ

れてしかたがありません。好 きな子同士というように,ク ラ

スの心がバラバラです。今 ,私達それぞれが一番必要なもの

は,友 だちと思います。まず,私が ……の精神で,一年間が

2年 4組

「奉公奉私」 2年 4組は,こ の言葉を学級目標にかかげて

34人ががんばっています。この日標は,担任の宮崎靖先生が

きめられた言葉です。初めあまり意味がよくわかりませんで

した。しかし,毎日,朝・帰 りの会のゴミ拾いで,ゴ ミを拾

いなが ら,ぞ うきんをかけながら,又まどふきをしながらだ

んだんと「奉公奉私」の意味がわかってきました。

「奉公」とは,例 えば,ク ラス・学校などに尽すことであ

り,又「奉私Jと は,尽 すことによって,自分自身がなにか

をつかみとることができることだと考えました。

現在,私たちのクラスは,教室 も美 しくなりつつあります。

さらに,私たち1人 1人 も向上できるよう,「奉公奉私」を

目標に前進 していきたいと思います。

「K君 ,あ りがとう」
―遠足 こぼれ話―  金 森 栄 示

2年の中の大行事の 1つ である,遠足。その遠足のス

ローガン「考えながら足を運ぼう」ということは,ほ と

んど伺 も考えずにただ,「 えらい ,え らいJと いうふう

で,何 も意識せずにぶらぶら歩いてきただけだった。し

かしぼくたちは 2回 目,さ ほどえらさは感じなかった。

それで県子供の国では,寺 めぐりをする子,滝 までい

く子,さ まざまだった。ぼくたち8人 のグループは,芝

生の上で,と んだりはねたり,中 には池へ遊びに行って

はまってしまった子がいたことなどいろいろあって,楽

ししヽ思い出になりそうだ。話は変って,ぼ くたちのクラ

スの 1人が ,ビニルの袋にゴミをひろって,持 ってきて

くれた。その子は,自分のゴミじゃないのにひろってき

てくれた「 K君 ,あ りがとうJ。

んばります。
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三年のライフ
｀
思 う、から

｀
実践へ、

絣猾洲

《二週間の先生たち》
｀
大顔連、と呼ばれ,親 しまれた辻村幸三先生から3年

1組 に手紙が届 き,先生のよさを倍増しました。班学習で

よく数学を教えていただいて感謝しています。 (吉安 )

夏休みは,ア メリカで暮すんですね。牧野京美先生は…

ソフト部で,キ ャッチボールやノックなどをよくしてもら

いました。若 くて,や さしくて話しやすくて。 (土屋 )

剣道二段の村松明典先生。さっそうとしたはかま姿は,

さすが日本男子の本懐。しかも社会科の授業は親切,てい

ねいで,や さしい教え方とは…男性の鏡。   (中 島 )

一番すばらしいクラスに

3年 3組
男子21名 ,女子17名 。これが3年 3組の仲間たちです。

私達が 3年生になってもう3カ明 になりました。     ⌒

しかし,3年生 としての自覚が,ま だあと一歩足 らないよ 一

う他思います。果たして, ｀
輸之内中学校のリーダーもとし

ての役目がうまくこなせるのか,まだまだ不安でいっぱいで

す。

私達のクラスロ標は,

一 自分自身にほこりをもとう。

一 規律ある生活をしよう。

― 理想に向かって全力投球

の 3つです。この 3つの目標がこの一年で実行できるよう,

クラス全員が一体となって努力していこうと思っています。

担任の伊室先生を中心に学校内で一番すばらしいクラスに

なることを願っています。

「めんどくさい。誰かが一」
無責任な私 !

学校にいると,公共物を使用することがよくあります。
｀
使ったあとはきちんとかえす、というのが常識ですが,

私を含めた大半の人はなかなかこれができません。しか

し,強制されてやる場合 もあるだろうし,自分から進ん

でやる場合 もあると思います。

先日,体育館でバスケットボールをしました。おわっ

たあとボールはすみのほうに転がっていきました。みん

なつぎつぎと体育館を出ていきます。私はボールをじっ

と見ましたが,やはりかえしにいこうとはしませんでし

た。少し間をおいて,体育館にのこっていた 2人がボー

ルをもって出ていきました。この時『 自分がもっていけ

ばよかった』というのと『 自分がもっていかずにすん

だ』というのが,同時に頭に浮かんできました。

自分がやらなければと思いはするものの,『めんどく

さい,誰かがやるだろう』という考えが先に走ってしま

います。今までに,自分から進ん

でかえしたことは数えるほどしか

ありません。

今日までの自分をふり返ってみ

て,こ んな一般の常識が実行でき

ない無責任な私 !と 思い知 らされ

ました。 〈M.T.〉

3年 1組
僕たち3年 1組の目標は

最高学年 としての自覚 と責任 !!

]思 う、から 峡 践、ヘ

知→理想を求め自ら学んだか。

徳→清 く正 しく美ししヽ心の自分か。

体→きびしく自分を鍛 えたか。

ということである。

そして重要なのは『 詢思う、から ｀
実践、へ』ということ

で「何でも思うだけなら誰にでもできる。それを本当に実践

することができるか」という加藤先生の言葉がこめられてい

る。

しかし,実際僕たち3年 1組ではまだまだこの目標の認識

が少なく,日標どうり実行できているとはいえない。

1   それでこれからクラスのみんなが,この3年 1組

|‐ ||‐ ‐ の目標を認識して,ク ラスのみんなが0,① ,

1担|=|l   ④のそろった,すばらしい生徒になる
ようにしていきたい

3年 2組
河合先生引 きいる39名 。これでも,応 3年生 というょうな

3年 2組。「まあ,ね とれJの口ぐせの河合先生。

そんな先生とは,入学してからのおつき合い。みんなのこ

と,一番理解している先生だと思います。

私達はとぃうと,毎朝のパスで少 しバテギミ。 3年生 とし

ての自覚が少したりないように思いますが,急 に直せるもの

でもありません。 l Fl l歩 という具合に進んでいけたらと思

います。早くカンをつかんで,真剣にとりくめるようにした

いと思います。

今後 1年間,3年 2組 ,河合学級をよろ tノ くお導きのほど。

⌒ ヘ
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PTAの広場
オヤジよ/

今こそ出番だ〃

―父親に大きな期待―

会長 近藤 勝美
4年間の長 きにわたってPTA会長を務められた森島五男

氏の後継者として,不肖私が PTA会長を務めることになり

ました。皆様方のご指導,ご協力を賜わりますようよろしく

お願い申し上げます。

さて,戦後の荒廃 と混乱の中から立 ち上がった新生日本は

昭和30年代の高度経済成長の時代に入 り豊富な物質をもたら

し,人々の生活を豊かにしました。しかし,そ のひずみは大

きく,生活環境や生活様式の急激な変化 ,人間性の喪失や連

帯感の稀薄化,体力の低下,青少年非行の増大等様々の社会

問題を起こしました。

こうして,物質的な豊かさは一部の家庭で心の貧 しい子ど

ハ
″｀ もを生みだす結果となりました。心豊かな子どもの家庭では

家庭の雰囲気全体が健康的であって子どもは,母親の顔をみ

父親の後ろ姿をみて健全に育っています。

健全な子どもの育つ環境は,何 と言ってもよい母親である

1華:警手馨姜葛尋:
月日の経つのは早いもので入学以来やがて 3カ月が過ぎよ

うとしています。この度は,皆様のご推薦により学級委員を

お引き受けすることになり皆様の温かいご援助の下にPTA
発展の為に剌尽くししたいと思いますのでどうぞよろしくお

願い申し上げます。

中学生 ともなりますと非行化問題等,PTA活 動 もきびし

い現状に直面しています。

さて,本年度は, 1学年 PTAを どのように進めるかにつ

いてアンケートをとり,役員会を開いて話し合いをしました。

○第 1回  5月 14日 ……学級懇談 , 2組 は37人中15人の出席

でした。自己紹介のあと会員
=人

ひとりが悩み等の積極的な

′ヽノ″`
詈忌だ『

り,先生力>ら の助言もあって充実 した懇談会 となり

○第 2回 10月 4日予定……親子スポーツ。近年は親子の対

話 も少なく,ま た,運動不足解消の為にも快い汗を流し楽し

いひとときを過 します。

O第 3回  2月 9日予定 ……校長 ,伊東両先生のお話。校長

先生には,進路について,伊東先生には 1年間のまとめにつ

いて話をお聞 きします。

それぞれお仕事をお持 ちで,差 し支えもあろうかと思いま

すが ,わが子の教育は,まず「親の姿勢から」と考えて精々

出席 して頂 きたいと思います。PTA活動を成功 させるため

にも是非 とも皆様のご支援 ,ご協力をお願い致します。

1軍警誓驚筵餃
き,研修会は校長先生の中学校の生活について,新聞記事等

の例をあげながら輪之内中学校での現状等を,お話しいただ

き私たち父兄がまず考えなければならない問題 も多々あるよ

うに感じました。我が子の中学校での生活の実態 ,又学力成

績の程度等をよく知 ることがまず第一ではないかと思いま丸

ことが人間性に決定的な条件 となっています。よい母親とは

厳格で,明 るい母親であり,こ うした家庭では,福沢諭吉 ,

シュバイツァー,毛沢東等数々の偉人が育っています。

また,父親の姿をみてみますと,最近は強 くなると言うよ

り,子 どもは母親に任せきりの無責任 ,無関心になっている

父親が増加し,家庭に於ける父親の教育的役割が充分果たさ

れずじまいになっているような気がします。

PTA活動は本来父母共々行 うものであって,母親だけの

活動ではありません。同時に,家庭教育 も母親だけでなく,

当然父親の出番がなければなりません。

子どものことは母親に任せるのではなくて,父親自ら進路

のこと,趣味のこと,スポーツ等のよき相談役であって欲 し、

このように真剣に取 り組んでおられる家庭からは,非行間

題を起こすような子どもは生まれません。

オヤジよ,今こそ出番だ !!

先般もそうでしたが,PTAの 行事や学期末の教育相談等の

出席者はほとんどがお母さん方で ,父親が参加されることは

まずないと云う話を聞 き,私 もそうであったように子供の教

育等についてはすべて母親まかせ ,いや少しは関心があると

は云っても,無関心 と云う関心があったにすぎないと思われ

てな りません。中学 2年生は中学生活の中で一番大切な時期

で10月 には修学旅行 ,そ して進路の決定等大切な事が山積じ

ています。我が子の学校生活での本当の姿 を一番良 く知って

いるはずの父親が実は良く知 られないのではないか。なにか

事件があったと報道 されても,他人の子の事 ,我が子にはな

いと,それを興味本意で聞 く,しかし,我が子にはない,良
いことだけれどもそんな危険はどの子 も持っていて安心して

おれないと思います。そこで 2年学年委員会では,修学旅行

前に父親学級を開いて,先生方 と学校生活のこと,我が子の

事等を話し合い,そ れらをよく理解 しガミガミ親父でなく適

切なアドバイスをしながら,話せる親父になってやりたいも

のです。父親学級の計画が発表になりましたら万障繰合せの

上ご参加下さるようお願いします。

曇斃 華轟 奪轟 :
義務教育最終学年になりました。三年PTAの会員の皆様

には,子 どもさんの進路について伺かとご心労 もおありのこ

とと思います。

さて,本年度の 3年 PTA研修会 を学年の先生や学年委員

で話し合い ,次 のようlξ十画 し,その第 1回の研修会を5月

21日 に実施 しました。

第 1回「進路の決定についての基本的な考え方」(校長先生 )

○卒業後の進路 について (各高校の情報資料をもと

に具体的に説明…河合先生 )

○意欲的な学習の構えについて (自主学習のアンケ

ートから…加藤先生 )

O生徒指導―親 として子どもの生活の仕方に意を配し,

まず,自分の子どもについてよく理解するようにす

る…伊室先生 )こ れからの 2回の会にも出席下さい。
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行  馬籠～妻籠 6/22
さ と を 訪 れ る 一― ―

時間かけて行われました。

参加者はワンピースとかスーツ,プ ラウスにスカートと気

軽な装いで緑深い木曽路を心ゆくまでみて歩き,親睦,体力

づくり,学習と大きな成果がありました。

楽 しか った PTA研 修旅

一 ― 一 藤 村 の 心 の ふ る

梅雨のさなかとは言え,さ わやかに晴れわたった6月 22日

PTA研修旅行力48名 の多数の参加のもとに行われました。

コースは,輪之内一一大垣 IC― 小牧 IC―
恵那 IC――恵那峡一―馬籠宿――落合―一妻籠宿――中津

川 IC― 小牧 IC―一一大垣 IC――輪之内,9

｀
宿場町のたたずまいに感激、

金 森 安 子

銀ねずの空は,今 にも泣 き出しそう……。とは,う らはら

に,晴ればれとした面々を乗せたバスは,中央自動車道を抜

けて,最初の目的地 ,恵那峡に着いた。ダムの水面から来る

さわやかな風が,肌 をそよがせて過ぎる。それよりも,坂の

下の藤だなの老木が目をひいた。四方にひろがる枝には,無

数の実を付けていた。花ざかりの頃は,さ ぞ壮観であろうと

話しつ ,ゝ馬籠へと向かう。

島崎藤村の直筆や原本を,眼 のあたりにして,「文学少女

を気取っていた頃ならいざ知らず……」などと気負っていた

自分が恥かしく,人知れず頬を染める。けれど, ｀
指に付い

たモミジの赤に血を見て泣いた、藤村の幼少のエピソードを

語るガイドさんの声 も,車内バズセッションのおゝらかさに

いささか途切れ勝 ち。それでも,次はお待ち兼ねのお食事 !

の声に車内 もわく。

川面からの高 さが東洋一と云う橋をはるか頭上に頂 きなが

ら,谷合いの道を下 り,落合で昼食, ｀
腹がへっては、のた

とえの如 く,すでに用意されていた,ご ちそうに,舌づつみ

を打った事は云 うまでもない。

次は「妻籠」中山道の宿場町 ,昔の姿をそのま にゝ,留め

た家並み,時代劇 さながらのた ずヽまいに,今 をさかりと,

うす紅色のあじさいが風情を添える。保存だけでも大変 とは,

異口同音の感想。帰 り路,人それぞれに,パ スいっぱいの収

穫を乗せて,一路我が町輪之内へ。照 らず,曇 らず,会長さ

んの結びのお言葉ではないが,何 と心意気の良い人達ばかり

の集まりかと,今尚感じている。

どなた様 も,ご くろう様でした。

文豪藤村 の心 にふれ る

内野美智子

本年度の研修旅行は,馬籠 ,妻籠の旅とこ案内を頂き楽し

みにしておりました。当日は,幸 い天候にも恵まれ,新緑の

山々をながめ
｀
小諸なる古城のほとり、 とか ま`だあげそめ

し前髪の、とふと口ずさんで見たくなるような島崎藤村の詩

集・文豪藤村ゆかりの地を訪れました。藤村記念会館はパス

をおりて,急 な坂道をあえぎながら登 りつめた所にありまし

た。資料館に入ると「本曽路はすべて山の中である」夜明lA⌒
前の原稿を目のあたりに見てひとしお感激しました。当時を ‐

しのばせる数多 くの展示品 ,中でも意中の人の写真等興味深

いものでした。「青山半蔵 とかお民」は (夜明け前 )藤村の

先代のその時代を生 きた人々がモデルになっているのを知 り,

何か解かるような気がしました。庭の草木を眺め, もっとゆ

っくりしたいと思いながら別れを告げ昼食後 ,妻籠を訪れま

した。昔の中山道の古い家並み,よ く保存された昔ながらの

店のた ずゝまい,静 けさに囲まれた家々,ま るで映画のセッ

トの中を歩いているような感じもしました。時々心地よいひ

んや りとした風がわたり,チ ョロチョロと清水が流れ,心ゆ

くまで木曽路のおもかげを味わわせてもらいました。会員の

皆 さんも茶店でチョッと休けい,又おみやげをと,楽 しい一

日でした。

「私の親戚がこんな所にある」と大 きな声でいわれ,ふ と

見ると「 あぶらや」さん,な る程どこにでもみかける屋号の

多いのに気がつき一同大爆笑 ,先生はじめ会員一同和気あい

あいの旅行でした。今後とも,こ のような,文学歴史の旅が

計画され,会員相互の教養を高める会員が大勢参加されるこ

とを,ねがっております。
⌒ ヘ

夏休み これだけはヤ リキロウーヤラセヨウ。

夏休み生徒指導規準  ―わのうち町報 7月 号―

贔::4,1[ 17//21～
8//31 42日 FEl l`會

羞:!』聯1琶
jL払

モ整き
一人一研究の完成

けじめとリズム・家族との対話・ 奉仕と美化活動

交通ルールの厳守 0買い食いの追放

◎

◎

　

◎

◎

◎
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