講座」を受講しました。
そして 年生は「地域学習講座」
で諏訪湖博物館長さんはじめ、下諏
訪町在住の４名の専門家の方々に講
座を受けもっていただき、 つの講
座から興味のある２つの講座を選び
受講しました。
①原始（黒曜石）と下諏訪
②戦国と下諏訪
③明治（生糸）と下諏訪
④下社（御柱）と下諏訪
「下社（御柱）と下諏訪」を受講し
た児童からは、「御柱（祭）はただ
柱を曳くだけじゃなくて、もっと深
い意味があることがわかった。次の
御柱（祭）が楽しみです。」といっ
た感想が聞かれました。
講師の皆様、本当にありがとうご

4
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折り紙講師の宮坂さん

７月１６日（火）・１７日（水）

下諏訪中学校では上記日程で中学２年生の八ヶ岳登山を
予定しております。その登山に同行して頂けるボランティ
アの方を募集しております。ボランティア申込、詳細に関
するお問い合わせは下諏訪中学校までお願いいたします。
下諏訪中学校 ☎ 27-3000

手品図書館で見たこ
とある。」と子ども
たちは興味津々。手品を披露する
たびに子どもたちはステージに近
づいてきて、目を皿のようにして
手品を喜んで見てくれました。子
どもたちの明るい笑顔を見ている
だけで、私も至福の幸せを感じて
おります。これからもこのような
機会がありましたら、ぜひ、子ど
もたちと一緒に楽しい時間を共に
していきたいと思っております。

小日向 和彦 さん

まず講座
の最初に子
どもたちと
拍手の練習
をします。
これでつかみは「ＯＫ！」
ＢＧＭにディズニーの曲を流し
て数字マジック、誕生日当てマジッ
ク、割れない風船など、子どもた
ちが興味を持ちそうな手品を披露
しました。「手品の種はどこにあ
るの？」「種が見えた！」「この

6

ざいました。次回の地域公開講座も
よろしくお願いいたします。

★ 八ヶ岳登山ボランティア募集

下諏訪マジック愛好会

なぎがま掲示板

地域の「ひと・こと・もの」のつながりから学ぶ

11

南小地域公開講座【なぎがまＣＳ（学校支援部）共催】
昨年 月 日（木）南小学校の家
族祖父母参観日に合わせ、なぎがま
ＣＳ共催の南小地域公開講座が行わ
れました。この日は、地域の皆様が
講師として子どもたちに指導をして
くださいました。
各学年ごとに講座を開講し、下諏
訪町の企業、支援団体等のご協力に
より、日々の授業では習わないよう
な様々な分野のことを子どもたちが
保護者や地域の方と一緒に勉強し、
体験する機会となりました。
年生は折り紙講座でした。受講
した子どもたちは「おばあちゃんと お二人の手品に見入っていました。
一緒に折り紙ができてうれしかった。
お孫さんを参観にきたという女性
おうちでも一緒に作ってみたい。」 は「とても楽しかった。子どもたち
とうれしそうに話してくれました。
のキラキラした目が印象的でした。」
と話されていました。
３年生は大和電機ソフトボールチー
ムによる「スポーツ講座」、４年生
は下諏訪広域消防署員による「プチ
救急救命士講座」、５年生は認知症
サポーターキャラバンメイトの方々
による「プチ認知症サポーター養成
1

２年生はひときわ会場が沸いてい
た下諏訪マジック愛好会による「手
品講座」でした。講師の小日向さん
と藤森さんは、「下諏訪マジック愛
好会」に所属され、普段から手品の
技を磨いているそうです。子どもた
ちは何としても手品の種を見つけよ
うと目を真ん丸にして瞬きもせずに、

紐のマジックを披露する藤森さん
消防署員からAEDの取扱いを学ぶ4年生
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平成30年度 春季中体連諏訪大会を終えて

自分 は「昭和の 頑固爺」 と語
る直 井さん。 今年で外部 コーチ
20年 目を迎え られる。（ 昨年か
ら長 男大剛さ んも外部コ ーチに
就任 ）
下 諏訪第三 野球部の創 設者で
あり 、創部以 来19年間監 督をさ
れて いる。
下 中野球部 員の多くが 第三野
球部 にも所属 しており、 春と秋
の中 体連の大 会前には、 出勤前
の早朝から下中校庭で選手にノッ
クを 打ち指導 されている 。

小綱プロジェクトの様子

今年度のなぎがまＣＳの活
動の取材を通じ、地域の皆
様や支援団体の皆様が子ど
もたちのために様々な取り
組みをされていることを知
り、改めて学校・地域・家
庭が繋がりを持つことが大
切だと感じました。
また来年度も様々活動を
ご紹介していきたいと思い
ますのでよろしくお願いい
たします。
広報部一同

編 集 後 記

い声援や手助けもあって、小綱１５０
０本はあっという間に完成した。完成
した達成感の中、大人達も子ども達も
熱くなるこんな素敵な企画を計画して
くれた町ＰＴＡ連合会の皆さんに感謝・
感謝！
これが、この夏の「なぎがまＣＳ活
動」の一場面です。子どもを中心に大
人の皆さんも共に熱くなり成長する、
われらが「なぎがまＣＳ」 さらに、
発展し輝かせていきましょう。

下諏訪中学校 校長 両角 徹生

術面以外に挨拶・礼儀・準備
など大切なことをたくさんご
指導頂きました。そして『ど
んなに苦しい時も自分と向き
合う事、逃げない事が大切だ』
ということも学びました。
自分はまだまだですが、直
井さんや先生方から学んだこ
とを忘れずに少しずつ前進で
きるようにしていきたいです。
直井さんには本当に感謝し
ています。
（平成 年度 野球部部長
溝口憲次朗 君）

平成 年度もまとめの時期が
やってきた。そんなある日、な
ぎがまＣＳだより執筆の依頼が
舞い込んできた。「ありがたい！」
と同時に、この夏、南小体育館
で行われた『小綱プロジェクト
の熱気』がよみがえってきた。
そうです、今年は、この下諏訪
町がお舟祭りの御頭郷を任され
ている。お祭り大好き・子ども
大好きの町ＰＴＡ役員の皆さん
が黙っていられる訳がない。早
速お舟祭り「小綱プロジェクト」
を立ち上げ、子ども達の心を熱
くさせてくださった。
小綱の制作日、南小体育館は
熱気に包まれていた。私も顔を
出したとたん「下諏訪祭法被」
に袖を通させてもらった。作業
段取り説明後、子ども達の動き
が活発となる。長綱を所定の長
さに切りまとめて結んでいく。
丁寧に丁寧に。そして、出来上
ただ、勝つことができなく
がった「小綱」を大袋に詰め込
ても、保護者の皆様が感動さ
んでいく。自然と「南小 年
れる試合やご理解いただける
組ＯＫ！」「下中 年 部ＯＫ！」
活動を続けてこられたのでは
などの声が上がる。大人の温か
ないかと思っています。それ
が一番重要だと思います。
今後も「口うるさい頑固爺」 中野球部の関係者の皆様への
と思われながらも、学校関係 感謝の心を忘れず、体力の続
者の皆様、歴代の先生方、下 く限り、良き昭和の香りを残
しながら、微力ではあり
ますが、子どもたちのた
めに頑張りたいと思って
おります。
最後に下諏訪第三野球
部もよろしくお願いたし
ます。
2

野球部員の声

30

3

直井さんには野球の技

今年も子どもたちが輝いた「なぎがまＣＳ」

30

勝つことよりも、勝つための準備が重要
私は 年前、下諏
訪第三野球部（下中
と社中で構成される
社会体育の野球チー
ム）創部と同時に下
中野球部の外部コー
チとしてお世話になっ
ております。
専門的な野球経験
のない私ですが、
『勝つことが重要で
はなく、勝つための
準備が重要』という
信念のもと、多感な
中学生諸君と向き合っ
てきました。
「勝つための準備」
にまず必要なものが、日本の
文化でもある『礼に始まり、
礼に終わる』といった礼節、
規律だと思っています。
実質 年ほどの部活動で、
どの程度伝わるのか、現在で
もわかりませんが、今まで選
手たちを見てきて「おぉ格好
良くなったなぁ。」「準備が
できているなぁ。」と感じた
学年は大会でも結果を出し、
上位の大会へ進みました。

礼に始まり 礼に終わる

昭和の頑固爺

下諏訪中学校野球部 外部コーチ 直井 賢治 さん

課外活動支援（学校支援部）ルポ
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