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吉田小学校 

地域コーディネーター 

松島 俊枝 

 7 月 12 日の集中豪雨では、吉田町も一時期陸
の孤島になってしまいました。被災された皆さま
には、心からお見舞い申し上げます。その後も雨
が続きましたが、8 月 26 日からいよいよ 2 学期
開始です。みんなで元気に過ごしましょう! 
 

吉田町 

 

 

写真 

Ｒ３年度 
第１号 

図書ボラさんによる壁面装飾 

▶軽スポーツ（グラウンドゴルフ・室内ペタンク）：４名 

 ぼくが一番楽しかったの

はグラウンドゴルフです。

理由は、入った時に楽しい

気持ちになれたからです。 

          （壮輔） 

  ぐらうんどごるふやぺた

んくのやりかたをおしえて

くれてうれしかったです。

またいっしょにやりたいで

す。     （ゆめな） 

▶茶道：３名  去年よりもやりかたがわかっ

て、スムーズにすることができ

ました。次は教えてもらう方で

なく、教えてあげる方にな 

りたいです。  （玲奈） 

 

 はじめての茶道だったけど、地域

の方がやさしく、ていねいに教えて

くださったから、上手にできること 

 ができました。（あみか） 

 

 ４月９日、 
６名の新入生を
迎えました。 
久々の単式学級 

・５/28…地域自主組織主催で、校庭の草刈り・草抜作

業(４３名)→３１日フェンス外草刈(1名) 

・６/７…プール周辺・校舎裏側草刈(6名) 

・７/14…ランチルーム窓 

     拭き(中止) 

＊育苗用土や給食用くず入れ、 

 校舎内生け花など…(感謝) 

▶講師：藤井 幾朗 氏 (宇山地区) 

学徒動員で呉の軍事工場で飛行機組み立てに 

携わり、原爆投下・被爆者輸送を目の当たりにする。 

 戦争について教えていただき、ありがとうございま

した。ぼくは、藤井さんのお話を聞いて戦争というの

はとてもおそろしいものだと思いました。 

 藤井さんは仕事で「とっこうき」という戦争で使う

飛行機を作っておられ、その中に人が入って自ばくす

るという話を聞いた時、本当にかわいそうだと思いま

した。戦争でひ害をうけた人たちはみんなかなしかっ 

        たというのがとても分かりま

した。この気持ちをわすれな

いようにしたいです。 

(６年 堀江 琉生) 

 

・4/28…低学年町探検～吉田グリーンシャワーの森 

・5/10…中学年町並み探検 

    ～稲わら工房・田部家土蔵群 

・鉄の歴史博物館 

・6/15…低学年町探検 

～３グループに分かれ、自主行動 

・6/24…中学年校外学習(吉田・田井小合同市内巡り) 

    ～たたら場壱番地＝掛合・三刀屋経由＝コト

リエット＝市役所内見学＝八岐大蛇公園＝

ＪＲ木次駅＝(切符購入・列車乗車)＝ＪＲ

大東駅＝丸子山公園(昼食・交流)⇒帰路 

栃山の緑に映えて♪ 

声高らかに校歌斉唱 

高学年 
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田井小学校 

地域コーディネーター 

小田 和子 

 人数の少ない学校で、夏休みのプールがあり、毎
日喜んでプールに行っています。２年ぶりとなる
プール掃除は、さすがに水が汚く、田井地区振興協
議会の力を借りて、綺麗にすることが出来ました。
今年も沢山の地域の支援を受けていることに、感
謝の思いでいっぱいです 
 

 

 ６月２４日(木)に、

地域の方々４人に来て

いただき、１．２年生に

笹巻作りを教えていた

だきました。笹を取る

ところからしました。 

 今年も、地域で

お世話になって

いる皆さんに、子

どもたちから花

鉢をプレゼント

しました。 

 ６月１日(火)に、プール掃

除をしました。振興協議会の

皆さんに暑い中大変お世話

になりました。綺麗になっ

て、子どもたちはプールを楽

しむことが出来ました。 

 毎年お世話になって

います、畑の耕しや畝作

りを、今年も地域の方々

にお世話になりました。

猿に荒らされましたが、

被害は少なく、柵をさら

に強化してもらいまし

た。 

 全校児童と一緒に、

畑の草取りをしていた

だきました。人数が少

なくなり、大変でした

 花壇周りの草取りを

していただきました。

子どもたちや、先生か

らお礼を言ってもら

い、嬉しそうなボラン

ティアさんでした。 

 １．２年生と一緒

に、ラベンダートー

チを作りました。楽

しく可愛く作れました。いい香

香りが校舎に漂いました。 

  今年度から、図書ボラ

ンティアとして、「鶴亀」の

メンバーが、図書室の季節

ごとの飾り付けをしてく

ださっています 

斐伊川漁協の松島

さんの協力により、

1.2 年生と保育所 3

歳児以上の園児が放

流しました。元気に

おおきくなあれ。 

が、綺麗になり嬉しそうでした。 

サツマイモの苗植えの

指導と、サルよけの柵作

りを手伝っていただきま

した。美味しいお芋がで

きますように。 
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吉田中学校 

地域コーディネーター 

田原 仁美 

早い梅雨入りから、大雨による被害。そして、まだい
ろいろなことが“例年通り”とはいかない状況ですが、
吉田の子ども達は元気に一学期を過ごしました！こ
れから暑い夏を越え、残暑を迎えますが、健康第一で
乗り切りたいですね♪ 
 

令和 3年度 入学式 

新しく、吉田小学校から

6 名、田井小学校から 4

名の 10 名が吉田中学校

の仲間入りをしました。

今年度は２８名の全校

生徒数です。 

全校植樹体験学習 

９日 ２３日 
昨年度までは、長らく学校

林での森林学習を行ってき

ましたが木の生育状況や、

生徒数の減少などから今年

度からは菅谷地内で(株)田

部さんにお世話になり、植

樹体験を行いました。 

２４日 
学校田にて田植えを行いました。あいにくの天気が続き、雨が落ちる中でしたが、無事全校で植

えることができました。当日の講師には藤原文雄さん、堀江美千代さん、田部美智子さんにおい 

で頂きました。当日までの田んぼの準備や苗の手配など、たくさんの地域の方々にお世話になり、こ

の 

 

の活動が行えることに感謝します。6 月には 3 年生が田車押しを行い、秋には全校で稲刈りを予定しています。 

 

 

全校田植え 

吉中応援団 

作業に入る前

に、連合音楽会

へ向け、練習を

重ねていた合

唱を披露しまし

た♪ 

地域の方、保護者の方に 

お世話になり吉田中学校総動員で学校周りの 

環境整備を行いました。たくさんの方々にご

協力いただき、ありがとうございました。 

『夢』発見ウィーク 

 

 

     

（職場体験） 

10 月の職場体験に向け、様々な 

学習を通し、準備を進めていま

す。今年は、3 年生 7 名が町内の

事業所で 3 日間の職場体験を行 

う予定です。 

２３日 

外部から 3名の

面接官をお招

きし、模擬面接

を行っている様

子です。 
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本誌に関するお問い合わせ 

吉田小学校 松島（７４－００１７） 田井小学校 小田（７５－０００９） 吉田中学校 田原（７４－０１４０）  

 

 

 

 
＜5/26 吉田コミュニティ・スクール学校運営協議会＞ 

  

令和３年度の保育園・小学校・中学校の経営方針等について意見交換が行われ、すべて承認されました。 

大切にしたい４本柱として、「外国語教育の充実」、「たたら・炭焼き・間伐体験」、「スキー教室」、「合唱」 

といったお話がありました。（委員や関係者のべ 17人参加） 
 

＜7/5 吉田コミュニティ・スクール運営委員会（魅力化部会）＞ 
  

令和３年度の活動として、小中一貫学園化構想について様々な場での話し合いを重ねていくこと、一斉奉仕 

作業をはじめ保護者や学校の活動にこれまで以上に協力していくことが確認されました。今後に向けたアイ 

ディアとして、マラソンや駅伝、合同運動会の開催といった意見も出されていました。 

（委員や関係者のべ 20人参加） 

                                  

＜8/2 地域円卓会議（地域とともにある学校づくりの推進に向けて）＞  
  

                                 地域と学校の連携・協働をテーマに、すべての町ごとに開催され、吉田町

では、地域自主組織や学校関係者など１９人が参加して開催されました。 

                 ○地域と学校との情報共有や情報交換がもう少しできると良い 

                 ○コミュニティ・スクールの取り組みをもう少し周知できると良い 

                 〇コーディネーターは大切な存在で、地域や学校でのサポートが重要 

                  など、今後に向けて多くの意見が出されました。 
 

 ※地域円卓会議…市民と行政が対等な立場で熟議することで協働のまちづくのより 

一層の推進を図ることを目的に、雲南市地域自主組織連絡協議会と雲南市の協力 

により開催されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田中学校区担当 

（雲南市教育委員会） 福島勇樹 

 

７月６日から１２日にかけての豪雨により、多数の被害が発生しました。 

被害を受けられた皆様へお見舞い申し上げます。早期の復旧を願うばかりです。 

平時より自治会単位や地域自主組織単位で、避難訓練や情報伝達訓練、安否確認の手順

確認、防災備品の確認、ハザードマップの確認等をされてきたと思います。 

これまでの各種訓練の積み重ねが、この度の災害で死者がでなかったことにつながっ

たのだと思います。 

町内地域自主組織では、自治会と共に「自主防災組織」を構築しています。 

今回のような災害がいつどこで発生するかわかりません。今回の災害を教訓に、引き続

き有事を想定した訓練を実施し、地域のみなさんとの助け合いの輪が広がると良いと

思います。 

人とのつながりや助け合いの重要性、ありがたさを実感した今回の災害でした。 

地域づくり担当 

錦織 研吾 

吉田地区担当 

保健師 

武田 久江 

昨年度、保護者の方を対象に「塩分チェックシート」を実施し、７１名の方にご協力

いただきました。 

結果は、外食やコンビニの利用が少なく、漬物をあまり食べない方が多い一方、麺類

のスープを飲む方が多かったです。特に男性はスープを全て飲む方が半数もおられま

した！！美味しいと思いますが麺類のスープは控えめを心がけましょう。 

雲南市では、脳卒中の発症が多いことが課題です。今の生活が、これからのご自分の

健康・そして子どもさんの将来の生活習慣にも大きく影響してきます。麺類のスープ

を飲むのは少しだけにする、しょうゆやソースは「かける」のではなく「つける」等

できることから減塩に取り組み、親子で健康づくりをしていきましょう！ 

子どもや学校に対する吉田町のみなさまの心温まるお気持ちに 

刺激をいただいた１学期でした。校区担当者として、より多くの

みなさまの想いに触れることができればと思いますで、引き続き 

よろしくお願いします。 

 


