ボランティアスクール「横浜みどりの学校ひまわり」
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先日の開校２周年を記念するミニバザーは、保護者・ボランティアの皆様のご協力により、その
目的を達成することができました。今年は子ども達の提案で子ども達が企画・運営する「出店」も
加わり賑やかな一日でした。当日は、和泉さつきが丘小学校長の他、木元しらとり台自治会長、奥
田さつきが丘東自治会長、鴨志田青葉台南商店会長など多くの地域の皆様方がご来場されました。
本校の設立理念である「地域の子どもは地域で育てる」に共感していただいてのご支援であると深
く感謝申し上げます。私が公立小学校の校長時代、教育委員会からの指導は、「地域と連携した学
校づくり」でした。本校は公立小学校にも増し、「地域のボランティアで地域の子どもを育てる」
「地域の悩める親達を支援する」「地域の行事に積極的に参加して地域を活性化する」など地域と
の連携を強く打ち出しております。指導内容も財政基盤もひよこ歩きの本校は本気で地域に溶け込
み、地域の皆様のご支援を得ずには成り立たないのです。バザー開催の案内も両自治会長さんは快
諾して町内に回覧してくださいました。南商店会の会員の皆様も店舗にポスターを掲示してくださ
いました。本当に嬉しい限りです。かつて小学校の校長時代、お父さん達の教育参加をねらい、
「さ
つきが丘小学校おやじの会」を設立しました。十数年も前の事です。当時は「おやじという名称は
下品である」
、
「ＰＴＡ組織と競合する」などの反対意見もあり、市民権を得るために「おやじ」の
皆様と大変な努力をしました。そして十数年後の当時のおやじ達は今、地域の子どもの教育、健康
で安全な地域の構築に向けて、自治会の要職に就いている方も少なくありません。おやじの会の活
動を通して地域の自治活動に関わる意識が醸造されたのでしょう。３０代、４０代の活動的な男性
が地域のために働くことの素晴らしさを目のあたりにして設立当時の苦労が懐かしく思えてきま
した。
十数年後の今、新たに私が提案した「地域の子どもは地域で育てる」の具現化である「横浜みど
りの学校ひまわり」がどのように地域の子ども達や親達に貢献できるか楽しみです。おやじの会の
設立当時同様、現在の「ひまわり」は多くの課題や難局に直面しておりますが焦らず、慌てずに設
立理念に沿い一歩一歩進んで行きたいと思います。
先日、本校で飼育しているハムスターが初めて出産をしまし
た。一度に１１匹の親になった母親ハムスターは、寝る暇もな
く育児に忙殺されております。産まれて間もなくは１１匹の糞
の始末、授乳にと大活躍でした。３週間を過ぎた現在は、与え
られた餌を頬いっぱいに詰め込み、子ども達のもとにせわしく
往復します。その間、巣から這い出す元気のよい子ども達を口
にくわえて巣に戻します。何しろ１１匹ですから大変です。昨
日、久しぶりに母親ハムスターを手に乗せてみて驚きました。

げっそりと痩せていたからです。出産（里帰りもできず）、休む間もなく１１匹の育児はそれだけ
過酷なのでしょう。
小さなハムスターが１１匹の子ども達を前にこんなに頑張っているのですから私たち人間も子
育てと教育に知恵と勇気と周囲の協力で取組みたいものです。そんな親と子ども達をひまわりは応
援したいと思います。

6 月の行事から
６月１日（土）「カラオケ大会」

６月８日（土）
「二宮尊徳像復活」

カラオケ大会を開催しました。ボランティアの方も子ども
達と一緒に盛り上がりました。

校長先生の外科手術が成功し、
「二宮尊
徳像」が復活しました。

６月８日（土）「さつまいもの植え付け」
さつまいもの植え付けを行いました。
今回は、お父さん方が大活躍！畑を耕し、子ども達を指導しながらさつまいもを植え付けました。
秋の収穫が楽しみです！昼食は、お父さんの手作り料理で子ども達も大喜びでした。

６月１０日（月）
「ボランティア研修」
ボランティアさんや保護者の方も集ま
って研修会を行い、意見交換をしました。

６月２２日（土）開校２周年記念「ミニバザー」
開校２周年を記念して「ミニバザー」を開催しました。前日まで台風の影響が心配されましたが、朝から
日差しが強いくらいの晴天に恵まれ、天気も本校をお祝いしてくれているかのようでした。
また、さつきが丘小学校の和泉校長先生、しらとり台自治会の木元会長さん、さつきが丘東自治会の奥田
会長さん、青葉台南商店会の鴨志田会長さん、自治会役員の方々、そして大勢の地域の方々が来校され、地
域の理解と協力の輪が広がっていることを実感しました。

６月２４日（月）「妊婦さん薪割り」
今月も妊婦さん達が薪割り体験に来られました。
皆さん、とても見事に薪を割っていました。

※ 火木日曜は休校日ですが、火木曜は学習指導のみ実施します。
※ 各校、園、地域情報を前月25日までにお知らせください。

７月行事予定表
日

曜

1

月 エンジョイ体操（赤堀講師）

2

火 休校日

3

水 弁当会食日 保護者相談日（午前） 学習指導（校長） 農業・養鶏指導日

4

木 特別学習指導日 英語（安部講師） ピアノ（吉田講師）

5

金

6

土 ソーシャルスキル・学習指導（校長）

7

日

8

月 エンジョイ体操（赤堀講師）

さつき小個人面談14時下校
四季の森小個人面談
しらとり台保育園（し）お話しの会

9

火 休校日

さつき小個人面談14時下校
四季の森小個人面談

10

水

11

木 特別学習指導日 英語（安部講師） ピアノ（吉田講師）

12

金 保護者相談日（午前）

プレイパーク

13

土 ソーシャルスキル・学習指導（校長） 農業・養鶏指導日

寺子屋さつき

14

日

15

月 学習指導（荒井講師・校長）

16

火 休校日

さつき小個人面談14時下校
しらとり台保育園夏期保育（16日～31日）

17

水 学習指導（校長） 農業・養鶏指導

さつき小給食終了

18

木 特別学習指導日 英語（安部講師） ピアノ（吉田講師）

さつき小12:10下校
しらとり台保育園クッキング保育

19

金 ソーシャルスキル・学習指導（校長） 不登校児相談（午前：杉浦講師）

さつき小12:10下校
しらとり台保育園合奏指導

20

土 ソーシャルスキル・学習指導（校長） 農業・養鶏指導日

プレイパーク
のむぎ夏祭り
さつき小夏休み開始（8/26まで）

21

日

22

月 学習指導（荒井講師・校長） エンジョイ体操（赤堀講師）

さつき小水泳
十日市場小夏休み開始（8/26まで）

23

火 休校日

さつき小水泳

24

水 学習指導（校長） 農業・養鶏指導

さつき小水泳
しらとり台保育園クッキング保育

25

木 特別学習指導日 英語（安部講師） ピアノ（吉田講師）

さつき小水泳

26

金 ソーシャルスキル・学習指導（校長） 不登校児相談（午前：杉浦講師）

さつき小水泳
しらとり台保育園（し）お誕生会・防災教育
しらとり台保育園（さ）お話しの会

27

土 そうめん流し・ミニプール・ビンゴ大会（１１時）

さつきが丘東自治会夏祭り

28

日

29

月 学習指導（荒井講師・校長） エンジョイ体操（赤堀講師）

30

火 学習指導（校長） 農業・養鶏指導

31

水 学習指導（校長） 農業・養鶏指導

本 校 関 係

地域・他団体行事

学習指導（荒井講師・校長） メンタルカウンセリング（山口講師）

ソーシャルスキル・学習指導（校長） 不登校児相談（午前：杉浦講師）

１７時３０分閉校

四季の森小個人面談
しらとり台保育園クッキング保育
四季の森小個人面談
さつき小フェスティバル
しらとり台保育園バザー

ボランティア研修会（10時） 学習指導（荒井講師・校長）

弁当会食日 保護者相談日（午後） 学習指導（校長） 農業・養鶏指導

１３時開校

ソーシャルスキル・学習指導（校長） 不登校児相談（午前：杉浦講師）

今月の重点指導

・テレビゲームの時間を守る
・言葉づかいの指導

さつき小個人面談14時下校
四季の森小個人面談

しらとり台保育園（し）お誕生会・防災教育

［連絡事項］
・２７日（土）のそうめん流しは、特別の工夫を
考えております。ご期待ください。
［８月の予定・予告］
・３日、４日しらとり台自治会夏祭り
・１日～３日臨時休校
・１２日～１７日夏休み（予定）
・２４日（土）デイキャンプ
（水遊び、バーベキュー）
※開校日の減少を防ぐため火・木曜日臨時開校あり。

開校２周年に向けてのメッセージ
「横浜みどりの学校ひまわり」開校２周年、おめでとうございます。ひまわり
を開校された渡辺校長先生の理念に共感された方々の協力もあり、活動が根付い
てきました。様々な子どもたちの居場所として、とても大切な場所になるととも
に、保護者の方々の情報交換の場所にもなっている「ひまわり」のさらなる発展
を願っています。
さつきが丘小学校
校長 和泉良雄
開校二周年、本当におめでとうございます。
「公立学校ではできない手法で子ども達を支援する」
「地域の子どもは地域の教育力で育てる」
を理念にスタートしたこの学校、渡辺先生が蒔かれた一粒の種が、あっとい
う間に成長しその活動範囲を広げ、ソーシャルスキル事例指導をはじめ、本
当に多彩な授業や相談・カウンセリングなど、学校という枠にはとてもはい
りきれないまでになりました。
これは、渡辺先生の「教育は励ますことだ」という熱い思い、特に、学校で
苦戦している子ども達を何とか支援したい、という一点に支えられてきたも
のだと感じ入っております。
渡辺先生とスタッフの皆様と、学校の発展を心からお祈り申し上げます。
しらとり台保育園・しらとり台保育園さつきが丘
園長 佐野 ルミ子
開校３年目を迎えられ、誠におめでとうございます。
組織の枠に収まるのが苦手な子ども達に居場所を提供され、ま
た保護者の方々の相談相手として活躍されている学校長の姿は、
教育の原点はこういうものだという手本を見せていただいてい
る様に思います。地域の一住民としては、できるだけの応援をし
なければと気を新たにしている所です。
子ども達の希望の学校が、これからも益々発展する事を祈念し
ております。
さつきが丘東自治会
会長 奥田 稔
開校２周年おめでとうございます。
今年の梅雨は、空梅雨と言われていましたが、６月に入り台風３号、４号と続
きうっとうしい雨が続きました。農作業にとっては恵みの雨ですね。
渡辺校長先生には、雨の中、蒸し暑い中、地域の子ども達を教育する活動に頑
張って頂いて感謝しております。私達も少しでも先生のお力になれるように協力
してよりよい地域社会を先生と共に目指します。
しらとり台自治会
副会長 菊島 正美

