
 

★お知らせ 

下記の事業は、中止します。 

・10月 17日（土）推進協まつり子ども大会 

・11月 1日（日）出前講座 

茅ヶ崎市教育センターの第１０回響きあい教育シンポジウムを 

YOUTUBE動画配信でご紹介しています。 

 

歌の旅 パート１２ 
会長 鈴木 暹 

 

とんぼのめがねは        とんぼのめがねは 

みずいろめがね         赤いろめがね 

あおいお空を          夕やけ雲を 

とんだから とんだから     とんだから とんだから 

 

皆さんよくご存じの「とんぼのめがね」ですね。小さい頃に誰もが歌ったことでしょう。 

今回は、「とんぼのめがね」のエピソードをご紹介しましょう。 

上野から常磐線でいわき駅から五つ目、広野という駅があります。ここはもう福島県双葉郡、右手に太平洋

が広がり反対側街の中心部を外れると内陸部は農村地帯です。駅から車で五分、広野町大字浅見川の広野中学

校隣の築地ケ丘公園内にこの歌の歌碑が建っています。  

昭和２３年、当時広野町に住んでいた医師であり著名な童謡作家の額賀誠志という人が、戦後の混乱した世

情の中、子どもたちに童謡を通じて明るく育ってもらいたいと願い創作しました。この歌はNHKで全国放送

されて広まりました。 

四十年以上の時を経た平成６年、「ひろの童謡の里まつり」が開催されたのがきっかけで、歌碑の建立を計

画、翌年の１１月に完成しました。因みに、歌碑の文字はこの歌の作曲を担当した平井康三郎その人の筆にな

るそうです。以来、この童謡のまつりは毎年１０月に行われるとか。 

ところで、我が茅ヶ崎の看板童謡と言えば、山田耕筰さんの作品「赤とんぼ」。 

では、「とんぼのめがね」に出てくる「とんぼ」の種類は何でしょう？  

１ しおからとんぼ  ２ ギンヤンマ  ３ アキアカネ 答えは次号で。 

さて本題です。新型コロナウイルス禍で、各種団体の活動は制約を余儀なくされ、中止や延期措置が取られ

ています。当協議会の今年度事業も例外でなく、定例運営委員会はもとより、７月コミセンまつり、１１月レ

インボーフェスティバル等の協力事業を始め、１０月の自主事業子ども大会も中止することにしました。事情

ご賢察のうえ、当分の間事業の自粛を致しますのでご理解をいただきたく存じます。 

みなさん、感染症予防には十分に注意を用いられて、お元気でお過ごしくださいますよう。 

 



 

≪北陽中学校 教頭 鈴木修司≫ 

Q１ 好きな歴史上の人物 

伊能忠敬(高齢ながらも日本地図を作ろうとした心意気) 

Q２ 座右の銘        

習慣は第二の天性なり 

Q３ オリンピックの中の好きな種目 

                     競歩、マラソン(その人なりが出ている種目だから) 

Q４ 趣味          

旅(自然や田舎の風情、食を求めて) 

小出地区の皆さんへ…  

   日々、本校の教育活動へのご支援とご協力ありがとうございます。生徒たちは地域で育ち、こ 

れからも多くのことを地域の中で学んでいきます。その中で地域の皆様の見守り、支援、教えは

とても大きな支えとなります。私も学生時代に多くの地域の皆様から支えていただきました。 

今後も、北陽中学校の生徒たちを温かく見守り、ご指導いただけたらと思います。よろしくお願

いいたします。    

4月より北陽中学校教頭先生、小出小学校校長先生、教頭先生が新しく着任しました。 

 

≪小出小学校 校長 阿部 康裕≫ 

Q１ 好きな歴史上の人物 

勝海舟（小学生の頃の大河ドラマの影響） 

Q２ 座右の銘        

3人寄れば文殊の知恵（授業で大事！） 

Q３ オリンピックの中の好きな種目 

     サッカー（昔、国立でマラドーナを見た！） 

Q４ 趣味          

海辺でのジョギング（のろのろと） 

小出地区の皆さんへ…  

   玉林寺坂と七曲の旧道を自転車で上ること４年目。毎朝、小出の木々の緑の清々しさに心を洗わ

れています。この４月から三瓶前校長を引き継ぎ校長となりました。小出の素敵な子どもたち、保

護者・地域の皆さん、教職員に恵まれて仕事ができる幸せを実感する毎日です。子どもたちが思う

存分力を高めていけるよう、一生懸命、職責を果たしていきたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

≪小出小学校 教頭 中村 公一≫ 

Q１ 好きな歴史上の人物 

真田 幸村 

Q２ 座右の銘        

人は一つ以上必ず良いところがある 

Q３ オリンピックの中の好きな種目 

                    柔道・サッカー 

Q４ 趣味          

スポーツ観戦 

小出地区の皆さんへ…  

昨年度は、三年生を担任させていただきながら、小出の豊かな環境に育まれた子どもたちの純粋

さ・素晴らしさに触れさせてもらいました。これからも地域と保護者の皆様にご理解、ご協力いた

だきながら、子どもたちの笑顔や可能性を少しでも多く引き出していくことに全力を注いでまいり

ます。よろしくお願いいたします。 
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前回（85号）ご紹介した子どもの園の最近の様子をお伺いしました。 

子どもの園では、コロナ禍のためになかなか出掛けられないので、園内での遊びを充実させ

ようと、Facebookを通してご家庭で使わなくなった遊具を頂けないかと呼びかけました。 

近所の方がブレイブボードや一輪車などを、早速持ってきて下さいまして、スイスイ乗って

楽しく遊んでいます。 

 また、ボランティアの方からステキなプールを頂き、大喜びでプール遊びをして８月を過

ごしました。 

 皆様に沢山のご協力を頂き、感謝しております。 

短い夏休みでしたが、今子ども達は学校に行けることを楽しんでいます。 

 

                                    市川 七重 

 

 カナンホームという分園では、コロナ自粛期間又夏休みの間子どもたちは料理を一緒に作

ってみたり、暑い日には、玄関にビニールプールを出して水遊びを楽しんだり、時にはお菓

子作りをしたり色々工夫をして過ごしました。 

あまり外出は出来なかったけれど、６人の子どもたちと先生が協力していい思い出をたくさ

ん作ることが出来たと思います。 

まだまだコロナが流行っているので気をつけていきたいと思います。 

 

                                   室本 りか 

 

子どもの園からのお知らせ 

ホームページ：

https://www.kodomonosono.or.jp/ 

登録を宜しくお願いいたします。 

 

社会福祉法人福光会子どもの園 

〒253-006茅ヶ崎市堤 2552 

電話 0467-52-8526 

 

https://www.kodomonosono.or.jp/


 

役職 氏名 団体・地区名 役職 氏名 団体・地区名

会長 鈴木　暹 推進協推薦 委員 加藤　登喜夫 堤上地区

副会長 米山　東雄 芹沢ひかりが丘地区 委員 古知屋真理子 堤上地区

副会長 渡邊　清美 推進協推薦 委員 永野　俊哉 堤下地区

副会長 森田　祐子 推進協推薦 委員 加藤　奈沖 堤下地区

書記 真仁田　幸代 推進協推薦 委員 佐藤　次男 下寺尾地区

会計 小石　美奈 推進協推薦 委員 前田　利晃 二本松地区

会計監査 村松　侑次 推進協推薦 委員 小浜　みさ子 二本松地区

会計監査 森　智子 推進協推薦 委員 田邉　裕子 八王子原地区

理事 原田　和子 北陽中学校校長 委員 岩本　昭彦 行谷地区

理事 阿部　康裕 小出小学校校長 委員 木本　アキ 行谷地区

理事 佐藤　次男 小出地区体育振興会会長 委員 田嶋　澄子 芹沢清水台地区

理事 永澤　鐵男 小出地区自治会連合会会長 委員 佐藤　勇男 芹沢清水台地区

理事 矢野　福徳
小出地区コミセン管理運営委員会会長

里山公園地域連絡協議会会長
委員 豊島　秀成 芹沢ひかりが丘地区

理事 五十嵐　清夫 小出地区社会福祉協議会会長 委員 本間　裕子 芹沢東部地区

理事 野崎　治男 小出小学校体育施設開放運営委員会会長 委員 上田　奈奈 芹沢東部地区

理事 佐野　恵子 スポーツ推進委員 委員 木下　麻子 芹沢中部地区

委員 鈴木　修司 北陽中学校教頭 委員 矢野　京子 芹沢中部地区

委員 小野　達也 北陽中学校教諭 委員 大竹　孝一 芹沢西部地区

委員 高橋　香織 北陽中学校PTA役員（副会長） 委員 八幡　剛弘 芹沢西部地区

委員 中村　公一 小出小学校教頭 委員 齋藤　和子 芹沢細紺地区

委員 小学校教諭 小出小学校教諭（月交代） 委員 齋藤　賢一 芹沢細紺地区

委員 川嶋　絹戸 小出小学校PTA 委員 川口　美枝 芹沢久組地区

委員 髙島　恵子 小出小学校PTA 委員 生川　広美 推進協推薦

委員 星野　裕子 主任児童委員 委員 大須賀　千絵 推進協推薦

委員 相澤　寿子 主任児童委員 委員 奥野木　芳昭 推進協推薦

委員 大谷　みち子
小出地区コミセン管理運営委員会役員

小出地区社会福祉協議会役員
委員 加来　裕子 推進協推薦

委員 岡崎　文江 母親クラブわかば会 委員 古賀　嗣章 推進協推薦

委員 岩瀬　美奈 小出サッカークラブ 委員 斉藤　里美 推進協推薦

委員 金谷　香 小出ボールメイツ 委員 志賀　文夫 推進協推薦

委員 菅野　健 子どもの園 委員 鈴木　道子 推進協推薦

委員 生川　良子 青少年指導員 委員 西ヶ谷　勝久 推進協推薦

委員 尾崎　久恵 青少年指導員 委員 本間　美枝子 推進協推薦

委員 小林　緑 青少年指導員 委員 御園生　光男 推進協推薦

委員 城　昭江 青少年指導員 委員 諸橋　八重子 推進協推薦

委員 森近　耕作 青少年指導員 委員 山田　早智子 推進協推薦

委員 米山　聖一 少年補導員

 ＊令和２年度推進協運営委員会　会員紹介＊

サポーター 今西　夬、鈴木　健司、鷲崎　正良、鈴木　由美子、田中　仁之


