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矢賀小学校卒業証書授与式

第百二十六回

から感謝しているそうです︒

う仕事に導いてくださった錦織先生に心

その夢を実現して教師になり︑教師とい

気持ちにする先生になりたい︒﹂と決め︑

くださいました︒

からも成長してほしいと︑門出を祝って

れ︑やさしい子︑がんばる子としてこれ

ながら精一杯応援していた姿だと話さ

学校体育館において︑仲原PTA会長を

変重要で︑よい出会いは自分を成長させ

人との出会いは︑自分の人生にとって大

業までを振り返りながら︑全員が言葉を

に会えて﹂の曲から始まり︑入学から卒

最後は﹁お別れのことば﹂です︒﹁きみ

平成二十九年三月十七日働︑矢賀小
はじめ︑畑石県議会議員︑大田矢賀学区

てくれること︑自分自身を幸せにしてく

ひとりひとりは︑ちっぽけな存在かも

連合町内会長など︑多くの来賓の方々の

これからの中学校生活で︑すぼらしい

しれないけれど︑みんなで手をつないでい

言いました︒

出会いがあるよう︑そしてその出会いを

けば大きな力が生まれます︒

れるものだと確信したそうです︒

国歌斉唱の後︑原校長から﹁おめでと

自分自身の成長に生かしてほしいと話さ

ご臨席を賜り︑厳粛に卒業証書授与式が

う︒﹂の言葉とともに︑一人ひとりに卒業

れ︑校長先生の熱い思いを︑卒業生は真

行われました︒

証書が手渡されました︒この証書は︑世

剣なまなざしで聞いていました︒

という言葉があり︑未来に向けて大きく

わたしたち四十九人の心は一つです︒

界各地から原爆の子の像に捧げられた折

はばたいていく思いがあふれていました︒

卒業生からバトンを引きついだ五年生

り鶴を再生して作られたものです︒

校長先生からのはなむけの言葉では︑

の合唱﹁さようなら﹂はとても優しく︑感

葉をいただきました︒卒業生のことで一

教頭城泰子

広島市立矢賀小学校

10日㈲入学式

7日㈱就任式︑始業式

四月の行事

を大切にして育っていくと思います︒

矢賀で育った卒業生は﹁ふるさと矢賀﹂

の中︑堂々と退場していきました︒

式を終えた卒業生は︑たくさんの拍手

日頃から大切に思っていることを話され

する︒﹂ことで︑ご自分が小学校六年生の

時の音楽の錦織先生との出会いの話をさ
れました︒
ある日︑リコーダーのテストがあり︑
先生のピアノ伴奏にあわせて﹁メヌエット﹂

の曲をふきました︒演奏後︑錦織先生は︑
﹁原君のリコーダーは︑とってもきれいな
音がするね︒聞いていてとてもいい気持ち

です︒その言葉を聞いた校長先生は︑喜

番印象に残っているのは︑運動会で協力し

になりました︒﹂とほめてくださったそう

びでいっぱいになり﹁子どもたちを幸せな

続いて仲原PTA会長より︑お祝いの言

謝の気持ちがこもっていました︒

卒業証書授与式

ました︒それは︑﹁人との出会いを大切に

：「
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矢賀ボランティアバンク

認知症ミニ講座開催のお知らせ

全国的に高齢者の増加にともない

認知症高齢者が急増することが見
込まれます︒
矢賀ボランティアバンクでは︑地域

実質の雲間初くり

二葉中学校かえの情報発信

たに3本の懸垂幕・横断幕が設置さ

二月二十八日㈹︑二葉中学校に新

三月十六日㈱に︑﹁矢賀の史跡め
ぐり﹂の会を十名の参加を頂き開催
幕に掲げられた言葉は︑二葉中学

れましたので紹介します︒

矢賀第一公園に午前十時に集合し︑
校が目指していく姿であり︑地域への

しました︒

準備運動の後︑矢賀一里塚跡砲ほか︑
メッセージです︒

未来を創る二葉中学校

絆誇りを発信します

町内の史跡を約二時間かけて巡り︑

3日㈲入園許可の日

矢賀学区連合町内会

矢賀学区社会福祉協議会
平成二十九年度総会開催案内

矢賀学区連合町内会及び矢賀学区
社会福祉協議会の平成二十九年度
総会を左記のとおり開催します︒

開催日時

四月二十二日①
18時50分〜
矢賀学区連合町内会総会

総会

19時00分〜
矢賀学区社会福祉協議会
開催場所

いずれも矢賀中央集会所

﹁巣立ち行く幼子に幸あれー・﹂

春らしい好天に恵まれた三月十六

日㈹に︑矢賀幼稚園第五十回修了
証書授与式が行われました︒
︵3ページに続く︶

当日︑審判をしてくださったボラ

ンティアの皆様︑メダルや参加賞を
用意してくださった地域活動クラブ
の皆様にこころより感謝申しあげま

新しい年度を迎え︑児童館では

︒
す
①一年を通じて︑いつでも自由にで
きる遊び

②プレゼント工作など︑一度の参

校よりいただいたパンジーがとても

きらきらと光り輝く申︑昨年小学

このタイプが異なる活動をバランス

の楽しさや技術が身につくもの

③ 継続して参加することで︑遊び

加でも楽しめる遊びやイベント

綺麗に咲いています︒春の訪れとと

よく企画していきたいと考えていま

三月二日㈹には︑卓球大会が行

指導員一同頑張っていきたいと話し

そして﹁楽しい﹂居場所になるよう

子どもたちにとって︑﹁安全・安心﹂
われました︒何ヶ月も前から練習を

とても心に残っているようでした︒

くださる︑濱吉 馨様との思い出が︑

日ボランティアとして幼稚園に来て

お役に立てませんでしたが︑いつも

は︑あっという間に過ぎ去り︑十分

迎えました︒矢賀幼稚園での三年間

三月三十一日をもって定年退職を

私こと

たが︑きっと今後の糧にしてくれる

また︑悔し涙を流す子どももいまし

を見て一喜一憂する場面もあり︑

きた子どももおり︑トーナメント表

うか︑と真剣にシュミレーションして

しました︒どうやったら勝てるだろ

館長大濱美保子

広島市矢賀児童館

︵プレゼント付き︶

27日㈱入学・進級おめでとう会

20日㈱チームさくらの紙芝居

四月の行事予定

ま
す
︒

今年度もどうぞよろしくお願いし

合っています︒

幼児期に楽しく体験した出来事は︑

温かく接していただき︑感謝の気持

かっていく子ども達の姿に大変感動

も強く︑一試合︑一試合︑真剣に向

重ねてきただけに︑それぞれの想い

とを︑願っています︒

たちがたくさん遊びに来てくれるこ
︒
す

もに︑新しく入学・進級した子ども

前園長合原品子

広島市立矢賀幼稚園

展を祈念しております︒感謝

地域の皆様のご健康と益々のご発

﹃私の宝物﹄いつまでも忘れません︒

絆を信じて、ゆっくり・じっくり・くり返し

住民の多様な要望に対応できるよう

に︑協力員対象に認知症ミニ講座を 最後は昨年末に矢賀小学校内に設
置された﹁増本量﹂博士の胸像を見
開催することになりました︒

当日は好天に恵まれ︑少し汗ばむ

学し︑解散しました︒

家族を介護されている方や認知症の

ほどで︑参加者の方からは﹁楽しかっ

協力員以外の住民の方で︑認知症の

高齢者について学びたいと希望され
た︑新しい発見がありました︒﹂との
言葉をいただきました︒

る方も︑ぜひご参加ください︒

開催毎月第三火曜日
m時50分〜 Ⅱ時
︵内容によって延長あり︶

場所矢賀中央集会所
内容第一回目4月18日㈹

矢賀学区社会福祉協議会

副会長山田正一

気持ちを伝えました︒それに答えて

10日㈲就任式︑始業式

一∴審議一

壷eeは∴

認知症の基礎知識
※ 2回目以降は︑計画中です︒

問い合わせ先
矢賀ボランティアバンク

矢賀中央集会所
℡︵285︶8163

す︒本当に有難うございました︒

くださる保護者の方からの三一一日も

日日㈹入園式

また︑お別れの言葉は二月から担

任や友達と一緒に考えました︒二

肝：上∴屈酢∵子∴醒∴ …／躍、「∴蛤

これからもきっと心に残り︑次の世

﹁退任にあたって﹂

大好きです 二葉のなかまと町

だろうと思っています︒

年間を振り返る中で︑地域の方が手

L空士醒霊壁豊喜連整え重安霊薬益重宝くり遷し繊看

「

ゝ＼i／■2＼
′㌶帯信二

ちでいっぱいです︒矢賀での思い出は

伝ってくださった﹁もちつき﹂や︑毎

＼／）こ／潔子葉

代に引き継がれていくと信じていま

矢賀の良い子で、大きくなってね。

￣∴

男崎神社前で
みどり組さん 修了おめでとう！！
これからも、やさしい子 がんばる子

︵2ページより︶

当日は滝部広島再教育委員︑佐々

木広島市議会議員︑大田矢賀学区
連合町内会会長をはじめ︑たくさ
んの来賓の方や保護者の皆様のご臨
席をいただきましたことに：小から

お礼申しあげます︒

十九名の修了児は︑一人一人が自
＿一

分の名前を言って堂々と入場し︑証

書 を 受 取 る 姿 も 漂 々 しく︑二年間
の成長を見事に見せてくれました︒
園長から受取った証書を誇らしげに

保護者の方に渡す時︑﹁毎日送り迎
えをしてくれてありがとう︒﹂﹁お弁

二二二

四月の行事

圃

とても素敵でした︒

当おいしかったよ︒﹂等自分の感謝の

圃
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（3）平服29年的17餉4月1日

春は入図・入学︑進級の時期です︒

子育て支援専門員です

場です︒﹁オープンスペース﹂を紹介

して︑情報交換や気分転換のできる

り︑家事を忘れ︑子どもと一緒にゆ
っくり遊んだり︑お母さん同士お話

ス﹂は︑子育て中の親子が気軽に集ま

開催します︒

十周年記念の束区おやこフェスタを

平成二十九年七月二日㈲には

迎えます︒

いつでも気軽に遊びに来てください︒

こんにちは

新年度が始まり︑子ども達は新しい
します︒

︻会場︼矢賀児童鯖

村本良子

子育て支援専門員

束保健センター︵保健福祉課︶

お楽しみに！

﹁ぽっぽひがLLは︑今年で十周年を

環境に︑ドキドキ・ワクワクの毎日を
過ごしています︒
やがったらどうしよう﹂と思って接す

︻日時︼毎月第一水曜日

☆矢賀子育てのつどい☆

ると︑不思議なことに子どもは本当

︵＊お休み5月・8月・1月︶

﹁今朝も別れ際に泣くかしら﹂﹁い

に泣いたり︑ぐずったりすることが

午前9時50分〜午前Ⅱ時50分

万一災害が発生した時には︑こナ

から出される情報も参考にして行乱

して下さい︒

正田修一

矢賀学区自主防災会連合会

会長

普爽章一2丁目電停常 信あり

少なくありません︒ピピピッと鋭い

事前相談承ります）
弁償坤／／先様会館（向直普実寸〉

︵＊健康相談室の受付はⅡ時まで︶
ティア︵子育て応援隊︶がお待ちして

玉屋こ相談サロン（本社前）

（費用・手順・お布施・家族葬・重義など

防災行政無線
屋外スピーカー設置

8−mdl血fo⑫触nmya4949．血Umh能か／／鴨場lr．tanoya4949．jD

アンテナを持っている子どもたちは︑
笑顔の﹁いってらっしゃい﹂が子どもに

います︒健康相談室︵身体計測・育児

南匿段掠TEL261−4949

明るく元気な地域の子育てボラン

とって安心できる一歩です︒新しい環

相談︶も同時開催していますので︑母

防災行政無線屋外スピーカーが矢

賀小学校東門に二月末︑設置されま
した︒

制青昭和六年・・

＄ 株式会社 憂患

おとなの気持ちを察する天才です︒

境で︑おとなも子どもも︑ちょっぴり

子健康手帳を持ってお越しくださ
○

☆子育て交流ひろば

ヽ

不安なこの季節です︒

﹁東区地域子育て支援センター﹂で
は︑面接や電話︑FAXで︑育児の悩

みや︑子育てに関するご相談をお受

防災行政無線は︑地震や大雨・洪
水・高潮・津波などの災害発生時に︑
地域に対して災害避難情報を伝達
﹁ぽっぽひがLL☆

︻会場︼束区総合福祉センター3階

するためのものです︒

けしています︒お気軽にご相談くだ
さ
い
︒

︻日時︼日曜日〜木曜日

夕方六時から時報を兼ねた︵ミュー

午前10時〜午後3時

︵＊お休み 第3日曜日・祝祭日・お

秒程度ながれています︒

ジックチャイム﹁はなぐるま﹂︶が︑15

盆・年末 年始・大型連休・八月六
日等︶

四月からは定時放送として︑毎日

︻連絡先︼ ℡︵261︶0315

︵受付時間祝日・八月六日・年末年
始を除く月曜〜金曜日
午前8時50分〜午後5時15分︶
また︑地域の中の﹁オープンスぺー

：祝弔生花・葬

、職29年の17餉4月1日色）
矢 賀 学 区 だ よ り

