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開 会式 の直後 の赤 白対 抗の 「応援

合戦 」は 、見応 えたっ ぷり でし た。

大 きな声 で応 援歌 を歌 う姿、 拍手を

する 姿、大 きく 体を動 かす 姿、 応援

になっ たこ とで しょう 。

供 たちに とっ ても、 満足 でき る演技

姿は、 大変 感動 させら れま した 。子

年 生まで 一人 一人 が力一 杯演 技する

団の 上級生 だけ でなく 一年 生か ら六

令和最初の「第三十八回運動会」が、熱中症が心配さ
れるほどの青空の下開催され、子供たち一人一人が主役
となって輝きを見せてくれました。
保護者の皆様、地域の皆様の温かい声援が子供たちの
よさを引き出してくださいました。感謝申し上げます 。

一人一人が主役になって！

ご し ょの 華
第４号
金曜日
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学 校だより「 ごしょの華 」

応援合 戦だ けで なく、 一つ 一つの

種目 に子 供たち が一 生懸 命取 り組む
姿が見 られ ました 。

低学 年「 御所 小天国 」の かわ いら

が 、一人 一人 を主役 にす ると ともに 、

たくま しさ を育 んでい くも のと 考え

ま す。

そして 、暑 さの 中、最 後ま で子供

たち の頑 張りを 見守 り、 声援 や励ま

しの拍 手を 送り 続けて いただ いた 保

護者 の皆 様、地 域の 皆様 に心 より感

謝申し 上げ ます。 これ がまさ に「 地

しい仕 草、 中学年 の「 御所小 ソー ラ

ン～ 令和 バージ ョン ～」 の力強 く伸

域力 」と 言える ので はな いでし ょう

拍 手を送 りま す。

して くれた 子供 たちに 改め て大 きな

最 後に 、素晴 らし い運 動会を 披露

とに 喜び を感じ るこ とがで きま した 。

様 と共に 子供 たち を育 ててい ける こ

所ケ 丘小 学校で 、保 護者や 地域 の皆

か 。こ のよう な「 地域 力」の 高い 御

びやかな表現、高学年の「絆～感

謝・ 未来 ～」の 集団 規律の 中に 見ら

れ る個の 輝き 、こ れら は御所 ケ丘 小
学校 の宝 物です 。

ま た、 個人種 目の 徒競 走や障 害走

も、 団体種 目も 、敬老 種目 も、 未就

学 児種目 も、 ＰＴ Ａ種目 も、 赤白対

抗リレ ーも 、大 玉運び も、 どれ もが

本 当に子 供た ちが 頑張り 、ひ たむき

に種目 に取 り組 む美し さを 見せ てく
れ ました 。

一方、 忘れ てい けな いのは 、五・

六年 生が 担って くれ た「 係の 取組」

です。 厳し い日 差しの 中、ひ たむ き

に係 の仕 事を頑 張っ てい る子 供たち

を見て いる と感謝 と感 動しか あり ま

せん でし た。今 年の 運動 会の成 功の

秘訣は 、この 五・ 六年 生の係 の充 実
にあ ると 感じて いま す。

御 所ケ 丘小学 校の 子供 たち のこの

よう な「 頑張り 」や 「ひた むき さ」

