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☆「東京物語」から
速報「東京物語」では、みなさんからのメッセージ、

エピソードなど可能な限り掲載したいと思っています。

By．I.K．

「東京・初参加者の若者から」

子どもたちが自ら進んで学習に取り

組む学習ってできたらいいなと思いま

す。みんながうまくなって、みんなで教

え合っていけるような場を作ってあげ

られたらなと・・・。

現在は、３年生の担任です。クラスの子

どもたちは、とても元気です。元気すぎ

て、体育の時間などは担任の話は聞か

ず、その場で側転や前転をしたり、走り

まわったりと「早く実技がしたい！！」

という子ばかり。そんな彼らが、学習に

夢中になり、自ら進んで学習できるよう

な指導法の工夫、実技のポイント、教え

合うときのポイントなど勉強したいと

思います。

東京 S 区 O さん

Another Story
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本当なら おしゃれな東京の夜の大レクで また どこかの支部にまぎれて 大騒ぎして

いたはずなのに なぜか 岩手にいます。

３．１１の影響ではないのですが 免許更新にひっかかり・・・

さて 実は 私はとても 複雑な心境です。

あの日 恐ろしい時間がすぎたあと 何日かは 不安な日々を送ったのですが

被災地県にすんでいるとはいえ ふつうに生活できています。

まったく 普通に なにも無かったかの ように

だから 全国の同志会の 皆様から メールを頂くたびに 実は 胸が苦しかったです。

同じ県に住みながら 被災者のように 他県の方から優しくされ 自分は

被災した方々のために 何の力にも なれず ただ 日々を生きているだけで

ボランティアにいったり 物資を集めたり そんなことを何回かやっても

気持ちは 晴れないままです きっと 同じ思いの 方が

岩手には いっぱい いると思います。

救いは 被災地域の子ども達が 各種スポーツ大会に出場し 活躍を

見せてくれていること それを 支えている 地域の大人達が

前向きなこと 先生達が しぶとく がんばっていること です。

行政に 頼ることなく 自分たちの 力で 手を結んで頑張っている人たちが

数え切れない ほど いることです。

今は 自分に何ができるのか 考えながら 一生懸命に 目の前の 子どもと向き合い

がんばっているところです。

くだらない 免許更新講習なんかより ボランティアで汗を流したほうが

何倍もいいのですが・・・

次に お会い出来るときには まつろわぬ民の一員として

立ち上がった岩手の話を いっぱいできると 思います。

余談ですが 被災地の学校では 一次避難が完了したあと 安心して

子どもがトイレにいきたいと 言ったので 山の上につれていった ところ

遠くに巨大な津波を見つけ これは やばい と マニュアルを 無視して

さらに 山を駆け上がらせ 全員無事だった 学校がありました。

６年生が先頭になり 草や木の生い茂る中に 道を造り 後ろを低学年がついて行く

指示をだした 先生は えらい！ さすが 岩手の人

でも 本当のMVPは おしっこしたいと しっかり話せた岩手の子どもかも・・・

１０日１１日１２日と 大学のラグビー部の 後輩と被災地に行ってきます。

Sさん（岩手県）

Another Story

いつも元気な岩手の S さん。今回は来

られないということで、メッセージを

いただきました。



☆８月７日 町田からのアクセスです☆

和光中学・高校
町田駅発 ７：５３ ８：０４ ８：１４ ８：２４

新宿行きの各駅停車でどうぞ。

鶴川駅前バス 鶴１１系統か 鶴１２系統で鶴川団地です。

鶴川四小にいらっしゃる方も同様です。（バス下車は『国士舘大学前』です。）

和光小学校世田谷校（経堂）
町田駅発 ７：５１ ８：０２ ８：１２ ８：２２

新宿行きの急行でどうぞ。

経堂駅南口から徒歩１２分です。

成蹊小学校（吉祥寺）
町田から小田急線で下北沢へ 井の頭線で吉祥寺へ 吉祥寺からバスまたは徒歩

町田 ７：２０急行新宿行 → 下北沢７：５２ 吉祥寺行 → ８：１１吉祥寺着

町田 ７：３１急行新宿行 → 下北沢８：０２ 吉祥寺行 → ８：２１吉祥寺着

町田 ７：３９快速急行新宿行 → 下北沢８：０６吉祥寺行 → ８：２５吉祥寺着

町田 ７：４１急行新宿行 → 下北沢８：１１ 吉祥寺行 → ８：３０吉祥寺着

吉祥寺駅についたら、左側の階段をおりて（公園口）すぐに左側にUターンして、駅の下をく

ぐって、北口に出てください。バス乗り場は①②乗車（どれでも大丈夫）

成蹊学園前下車（乗車６～７分）徒歩だと１５分ほど

成蹊から大交流会参加の場合、逆ルートで

吉祥寺発 １７：３１ → 下北沢 １７：４９ → 町田１８：２０着

吉祥寺発 １７：５１ → 下北沢 １８：０６ → 町田１８：２８着

吉祥寺発 １８：０１ → 下北沢 １８：１６ → 町田１８：３９着

※日曜の吉祥寺はたいへん道が混み合います。バス通りが渋滞の場合は徒歩の方が早いかもし

れません。

２日目スタートは９時です。遅れないように！



７日の予定

９時～１２時１５分 分科会・授業づくり教室②

☆必ず参加証をご持参下さい。特にお弁当を頼んだ方はないともらえ

ません。

１３時１５分～１７時 分科会・授業づくり教室③

１９時～ 文化交流の夕べ ホテル・ザ・エルシイ町田

文化交流の夕べでは･･･

各支部・分科会からの出し物あり！

（予定：民舞分科会、水辺分科会、大阪支部、鹿児島・沖縄支部、

埼玉支部、愛知支部、東京支部など）

今よみがえる各支部の伝統芸！
※出演希望の方は本日中に本部まで

☆ T シャツについて
・今大会のオリジナル T シャツを和光中学高校・成蹊小学校ともに、受付横で

\１５００（売り上げの一部を義援金に寄付）で販売します。

・色 ピンク・オレンジ・緑・黒・ジャパ

ンブルーの５色

・柄 胸・背中の２種類

・「学年でそろえ、運動会で着ます！」という

方も


