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Ⅰ　はじめに

　私の在住する地域は，米子市の東の玄関と
も言われ，山陰が誇る皆生温泉が存在する温
泉街であり，観光地でもある。それが地域や
家庭環境に多少なりとも影響を及ぼしている
と感じられる。
　近頃の家庭は，共働きによる負担から親子
のふれあいを希薄にし，子どもへの躾まで行
き届いていない面があるように思う。
　学校では各地で発生する不審者の続出な
ど，「安心・安全」を脅かす事例に登下校時
の安全に留意される。近年では，保護者が車
で出迎えすることも多く見かけられる。
　地域では，一昔前では考えられなかった，

住民による“派手な格好”での防犯パトロー
ル隊を組織し，小学生にはあいさつを基本に
声を掛け，中学生にはマナーと規範意識の高
揚を念頭に話し掛けるなど，大人の関心が高
くなっている。
　本稿は，私の日々の実践の青少年健全育成
上の意義について検討した結果をまとめたも
のである。その検討に当たっては，私が取り
組んでいる登下校時の活動事例を用い，さら
に若干の提言も加えることにした。

Ⅱ　校区における登下校の安全活動の取り
組み

　この地域の小学校は，生徒数約430名であ
る。私は生徒全員の名前を覚えることを理想
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としているが，なかなかそうもいかないもの
である。
　しかし，学童たちは殆ど私の名前を知って
いる。どの子どもも１回や２回は，必ず私と
話をしているからである。名前を呼んで，「お
はよう。」「こんにちは。」の次に，必ず，「今
朝は寒いね。」とか「天気がいいね。」などと
言葉を重ね，交し合うのである。
　私は，これが「あいさつ」の基本であると
自負し，学童と出会った時に黙って通り過ぎ
れば罪になるという感覚でいる。だから，参
観日など，あまり教室に顔を出すことは授業
妨害になると言われそうである。中学校も同
様，私を発見するとクラス中の生徒たちが後
ろを振り返り，大きな声で，「上野のおっちゃ
ん！」と言う。それは私と友達感覚だからで
ある。
　私は，１年生には１年生，６年生には６年
生の次元にあった語りかけを心掛けている。
その基本は，楽しい会話である。一つ叱れば
二つ褒め，良い部分を強調して自信を持たせ
る配慮が子どもたちを成長させる秘訣である
と思う。
　朝は学童たちが学校で楽しい希望が湧くよ
うに大きな声と笑顔で話し掛け，下校時には
学校での楽しい出来事を家庭まで持ち帰れる
よう心掛けている。「今日も学校は面白かっ
た？何を習ってきたの？」などと話し，また，
冗談でお化けの出る作り話をし，その場にい
る学童を登場させるといった実にくだらない
話でも学童はおもしろがって話に興じてくれ
る。そして家に送って，続きはまた明日と楽
しい余韻を残すのもコツである。
　このように，私と学童との関わりは，「い
つも楽しく」を念頭に置き，子ども達がほん
の一時でも楽しさを感じてくれることに期待
している。
　その心は，学童に通ずる青少年健全育成こ
れにあり，という自己流の活動を，日々自転
車で実践しているのである。会議で学童の下

校の見守りができない時には，何かしら後ろ
めたい気持ちにさいなまれるのだが，この身
は一つ。子どもたちは多勢。私との下校を楽
しみにしてくれる学童は，「おっちゃん，今
日も必ず来てよ。」と予約をさせれる。そして，
「一緒に帰ろう。」と２，３ヶ所の地区の学童
から同時に言われ，「昨日は向こうだったか
ら，今日はこっち。」などと言われ，嬉しいが，
つい危険地区の学童を送る回数が多くなり，
他の地区の学童に申し訳ないと思っている。
　私はまず，１年生を重点的に送ることにし
ている。学校より放射状に下校していくのだ
が，学童は二方，三方より私の手を引く。そ
してじゃんけんで決めて負けた方はその日は
諦める。平等とは辛いものがある。危険で遠
いほうの学童に目がいくがこれも試練と目を
瞑る。
　今年は，遠くて交通難所地区の１年生の保
護者３～４名が下校時のサポート役を買って
くださり，その方々にその地区をお願いして
いた。しかし，２ヵ月ほどの毎日の活動に
「少々疲れてしまいました。３日おき体制に
したいと思います。」と言われ，私は，「１年
生も下校にだいぶん慣れてきたので，自立の
意味で自分たちでの帰宅も良いでしょう。」
と言った。
　この地域に帰る１年生は18名だが，自分の
子どもを迎えに来られる人もあれば，なかよ
し学級（共働き家庭の３年生までの学童を学
内で午後５時まで預かるシステムである。そ
の面倒は市が認める有識者が当たる。原則と
して保護者が迎えに来るが，学童はそれぞれ
自分自身で下校するのが現実である。）の５
時までの預かり組があったりし，10名程が一
団となり帰るのだが，その中にリーダーらし
さを発揮してくれる学童２人が出現した。こ
の２人は頼まれるとその気になってくれる。
しかし，最初は良いが，そこは１年生。めい
めい勝手に行動を取り出す。それを遠くから
眺めていると，縦や横に長くなったり，２～
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３の群れになり遊びながら広い国道を上手に
渡っていく。ハラハラしながらも自立への試
練として越えなければと見ているが辛いもの
である。私はそれを見届け，すぐに学校へ引
き返すと２～３年生が帰ってくる。遠くから
私の姿を見つけて走り寄って来るが，これが
また嬉しいものである。「見つかったか。仕
方がない。」と言いつつ送っていく。
　この地域にも防犯ボランティア団体組織は
一応存在するが，１ヶ月に一度の活動で，そ
の折に防犯グッズを着装し，35名程度集まる。
私は，週一度でも良いので，この人員を４つ
に分けて活動していただくよう進言するが，
私は言葉よりも行動の姿勢で善意ある人が必
ず現れると期待して活動している。近頃は自
分のやれる範囲で毎日体制の活動をされ，学
童たちにその方々の名前も覚えられていく様
子を嬉しく思う。
　私の自転車の前かごに，「かばんを乗せて。」
と一人が言い出せば，次々に自分もとハンド
ルの左右に三つずつ引っ掛けて，後方の荷台
には一人乗ってくる。さすがに重いが，遊び
ながら楽しく帰ることをモットーとしている
ので，連日この状況。私はハンドルを握り，
歩きながら５～６名の子どもたちと語り合
い，半分以上冗談や今日の学校での出来事を
聞いて楽しく帰る。私は子どもが自転車の荷
台に乗ってくる時，手助けは一切しない。自
力で乗れるならばの自由席なのである。これ
は男子も女子も同等な扱いである。

　私と学童の距離をなくするには大きな意義
を発揮しているが，周りの大人から見れば，
学童を甘やかせている様にも見えることを承
知で自転車と学童との関係を続けている。
　しかし，ある講演会で，最近の子どもたち
の足腰が弱ってきているという話を聞き，自
転車の前カゴにかばんを乗せている件や荷台
に学童を乗せていることについて反省してい
る。私は，そのような行為は学童のためにな
らないと，近頃は頼まれても断り，その理由
を伝えて納得させる。だが，学童と心をつな
ぐ手段として，多少は良いのではと絶対には
断らず，臨機応変も必要と楽しく帰ることを
優先して，学童に弱い一面をさらけ出してい
る。
　こうして，学校と学童の家路を往来してい
ると，すぐに４時半くらいになる。それから
家に帰れば再々放送の「水戸黄門」が始まる
時間となる。それを見ることで，今日はこれ
で終わりである。しかし，なかよし学級の学
童はこの時間に帰っていく。冬場は５時とも
なれば薄暗く，この時間帯こそ見守らねばと
送り届けると，５時半がすぎて「黄門様」が
印籠を出してしまった後である。家内からは，
何時まで何をしているのかと言われるので，
いつも小さくなって帰る。家のことは家内任
せであるので，家では人気がないのでこれも
辛いものがある。
　しかし，地域の子どもたちは私を待ってい
る。自転車の前かごに「防犯パトロール」の
ステッカーと同様の文字が入った黄色の
チョッキを着装しての行動は習慣であり，ト
レードマークとなっている。私にはそのよう
な派手な感覚の意識はないのだが，そうする
ことで不審者への抑止効果もあるので常備着
装している。その関係から学童に安心感を与
え，諸々のエピソードに遭遇し，学童の学校
生活や放課後の友達同士の情報をある面では
先生に話すより話しやすいらしく，学校より
早く情報を得る場合がある。それを学校長に
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伝え，特質した状況の学童を注目し，濃厚な
声かけで親密度を高め，良いところを見つけ
て褒め，それを学校長に話し，学校長からも
再度褒めていただく。この連携によりその学
童とより交流が深まり，有効な指導ができる
ようになって，そのまた友達へと交流の輪が
広がっていくのだ。
　次に，その具体的事例を挙げることにしよ
う。

Ⅲ　事例１：子どもの特質を知る

　私の家は通学路からよく見える場所にあ
り，学童たちが賑やかに話しながら登下校す
る声が聞こえる。学童たちは，私の家を知っ
ており，私が留守かどうか自転車の有無で注
目しているようである。
　平成19年７月末の夕方，なかよし学級から
帰途の１年生男子２名と女子１名，２年生の
女子２名と男子１名から，「おじちゃん，一
緒に帰ろう。」と呼び止められたのだが，こ
の中の１年生のＡ君が泣いていたのである。
学校でいたずらをして先生に叱られたようで
ある。見ればＡ君が着ているＴシャツのお腹
の辺りは，穴が開いている。Ａ君は，Ｔシャ
ツに両親指を突っ込んで広げたり，よじった
りして不満の気持ちを押し殺すように泣いて
いる。気持ちを憔悴させてしまったのか，話
し掛けて気分をほぐそうとするが，黙りこ
くって耳を貸そうとしない。そこへ，他の３
名の学童が叱られた状況を私に説明するのを
聞き，余計に悲しさが込み上げて来るのか，
両親指で「穴」を広げ，鬱憤の意思を示すの
である。それをなだめ，語りかけるが，黙っ
たままである。他の３名は逆に，そのことに
もうこだわりを持たずに楽しそうに私の自転
車の荷台に誰が先に乗るのか順番決めのじゃ
んけんをし，はしゃぎまわっている。
　Ａ君は，日頃から兄（４年生）の陰に隠れ，
自分から積極的に話し掛ける子どもではな
い。このような子どもをまともに叱れば，絶

対に気持ちを萎縮させ，自分の殻に閉じこも
る傾向にあるので，悪いことをしたら叱るこ
とは必要であるが，叱り方にはそれなりの工
夫が必要であると考えている。
　私は，なぜ叱ったのか，その場ですぐに理
解させる説明のケアーが不足すると叱られた
不満が鬱積すると思ったので，「そうか悲し
いか。よしよし。ところで，かばんが重そう
だから自転車の前かごに乗せなさい。」と背
中からはずして，まず，身軽にしてからまた
話し掛けた。だが，Ａ君はまだ無言である。
他の子どもたちも色々話し掛けるが，機嫌は
一向に好転しないでいる。
　「人を見て法を説く」という鉄則を叱る場
合にも適用すべきで，叱ればよいというもの
ではない。日頃からのＡ君の性格を考慮して
叱るべきではなかったのか，と状況を眺めな
がら歩いていた。
　Ａ君は前へ前へと，私たちから離れて歩こ
うとする。そして，交差点にさしかかった時，
赤信号なのに渡ろうとする。後方から大きな
声で，「止まりなさい。赤だよ。」と言うと，
ようやく気が付いて立ち止まり戻ってきた。
この子の気持ちは叱られた鬱憤が心に鬱積し
続けているため，何も言わずに，他の子ども
たちを送り届けてから荷台に乗せて，自転車
の二人乗りは違反であるが，この際は臨機応
変と家路に向かう。それでもＡ君の状況は好
転しなかった。
　この経緯は翌日，学校長へ連絡し，叱るこ
とは必要だが，事後のケアーを充分に果たす
ことと人を見て法を説くべきではなかったの
か等，話し合った。学校長もＡ君の特質を知っ
ておられ，「今後，充分に配慮しなければな
らない。先生方ともこのことについて話し合
う。」と言われた。
　この日，Ａ君はなかよし学級を欠席してお
り，それが昨日のことを引きずってのことか，
単なる欠席か些か心配であった。しかし，私
がＡ君の家に出向くことは出過ぎた行為であ
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るので，朝のラジオ体操に来ていればと出か
けたが，Ａ君兄弟の姿はなかった。今は夏休
みであるため，そのうちに出会えることだろ
うと思っていた８月上旬に，Ａ君はなかよし
学級に来ており，少々安心した。
　学校長は，「普通子どもは２～３日すれば，
普段の子どもらしい状態に戻るもので，もう
少し様子を見ましょう。」と言われ，その説
も間違ってはないと私自身にも納得させ，暫
く様子を見ることにした。
　さて，私の住む校区を分断するように，国
道431号線が通っている。新興住宅地域とし
て学童の多くがこの国道を渡って来る関係か
ら，交通難所として特別に学童の交通安全に
配慮する必要を感じている。それを毎日体制
で安全誘導を実施しているが，併せて青少年
健全育成を視野に入れて，ここを通る約80名
の学童の名前を呼んで，顔を見てあいさつを
することで親近感を深めている。この地区の
子どもたちとは，その甲斐あって特に親しく，
登校班の何番目には誰がいるか熟知するまで
になった。
　「今日はＢ君がいないが，どうしたの。」と
聞き，「風邪で休んだ。」と聞けば，次に登校
してきたときに，「もう大丈夫か。大変だっ
たなぁ。無理するんじゃないぞ。」と一声掛
けると，より親交が強まるのである。
　また，毎日のように遅れて来る学童に，ど
うして遅れてくるのかその原因を話してくれ
るまでゆっくりと待って，その原因について
学校長へ報告し，家庭との対応策を検討して
いただいている。遅れて来るその一人こそ安
全に配慮し，決して急がさず，「学校は逃げ
ないぞ。あわてなくてもいいぞ。」と言い，
気持ちを楽にしてやっている。これも私の口
癖である。
　このように，私は万事子どもたちの都合の
良い方に解釈しているので，信頼関係が増し
ていくのではないかと思う。いつも想いを子
どもたちの目線に置くことで，「上野のおっ

ちゃん」と遠くからでも手を振ってくれたり，
近づけばハイタッチする仲。そこから一人ひ
とりの性格を知り，その子に合ったふれあい
をすることが青少年健全育成の一歩であり，
一人の子どもの問題は，その子にとっては重
大な問題の意識を持って受け止める必要を認
識していなければならないと思う。
　子どもの顔色，表情を読むには登下校時は
勿論のこと，普段子どもたちと出会って語り
合える中だからこそ分かり合えるのだ。

Ⅳ　事例２：子どもの心を読む

　平成19年７月上旬の下校時に校門で待って
いると，１年生が次々と出てきて，いつもの
ように地区ごとに整列して帰途に向かう学童
が，「上野のおじちゃん。」と近寄ってくる。
そのうちの一人の女の子の走り寄る顔に笑顔
がなく，悲しそうな表情が察せられる。私は，
「Ｃさん，どうしたの。」と聞くと，泣き顔へ
と変わり，涙がポロポロとこぼれたのである。
どうしたのか聞くと，私の足元へ寄り添って
くる。悲しい状況を顔では訴えるが，その理
由を話そうとはしない。その光景を見ていた
１年生の主任の先生が近寄ってきて，「Ｃさ
んどうしたの。いじめられたの。」と聞きな
がら，「どの子がいじめたのか指で指しなさ
い。」と二度も言われたのである。その子の
前には５～６名の１年生がいたので，先生は
いきなり何を言うのか。Ｃさんはいじめられ
たとも言っていないのに，先走って「いじめ」
と決め付け，「誰がやったのか指で指しなさ
い。」とはどういうことか，私には理解でき
なかった。
　Ｃさんが誰かを指で指さないかハラハラし
たが，誰も指し示すことはなく，私にしっか
りと寄り添い，悲しさを堪えていた。私は，
その場で先生の対応に注意すべきであると
思ったが，子どもたちの前でそれをやれば，
先生の立場が微妙となる。その場は適当につ
くろい，「Ｃさん，一緒に帰ろう。」と促し，
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今日は他の地区への送りをやめて，Ｃさんの
地区へ変更とした。
　Ｃさんを囲んで４～５名の１年生が，それ
ぞれ私の自転車と一緒に歩き出すと，Ｃさん
はハンドルの端を掴んで，もう何もなかった
かのように明るい表情に戻った。私はいつも
どおり皆に話し掛け，今日は学校で何を習っ
てきたのかなどと言いながら，鼻歌を歌うの
である。
　それは，ジャボ歌（めちゃくちゃな歌とい
う方言）なので，子どもたちはまたかと笑う。
Ｃさんも笑っている。そう大した問題ではな
かったなと感じ取り，今日のその原因を聞く
ことはやめた。そして，あの先生の言った，「ど
の子がいじめたのか指で指しなさい。」とい
う言葉が頭から離れず，あのような教育的指
導をやっておられるのかと思うと，背筋に冷
たいものを感じた。
　次の日，この出来事を学校長に報告したと
ころ，「日々，この先生は教育熱心が故に，
上野さんの前だから早く事を解決しようと張
り切り過ぎた行為であると思います。教室内
での指導要領には問題はありませんので，も
う少し様子を見てみようと思います。」との
事であった。
　さて，今日のＣさんの様子と昨日の原因は
何かが気になり，下校時にいつものように１
年生を待っていると，Ｃさんの友達が先に出
てきて，昨日の原因を教えてくれた。
　それは，親しい友達に一緒に帰ろうと誘っ
たが，その子が返事をしてくれなかったこと
が悲しかったようであった。
　子どもとは，大人から見れば他愛のないこ
とでも，自分には悲しい出来事と感じられる
ものである。それだけに，昨日，先生が事情
を把握しないで自分の思い込みで先走ること
は如何なものか，もう少し子どもの心理を考
えてほしいと思った。
　子どもの立場に立って心を知ろうとすれ
ば，当たらずとも遠からず。

　私は，青少年健全育成が趣味であり，そし
てプロなのだという自負と先生は勉強を教え
ることが仕事というそこに子どもたちへの理
解度に少し差があるのかもしれないと感じ
た。
　１クラス30名もの学童は大変の感覚と30名
しかの感覚。「もの」，「しか」の差は大きい
のではないか。
　私は430名の全校生徒とは友達感覚でいる
ので，以心伝心である。子どもたちと想いは
同じであると感じ，地域を歩くのが楽しいの
だ。どこからでも声を掛けてもらえるから嬉
しく，それが弾みとなって毎日が楽しいのだ。
　しかし，個人的に直接，先生への苦言は禁
物であり，越権行為であると考えているので，
学校長とのみ意見交換をし，そのことが子ど
もたちにプラス志向に働くように期待してい
る。

Ⅴ　事例３：子ども達の「決まりごと」が
「いじめ」の原因となる？

　平成18年９月下旬のある日，ある登校班の
５年生の班長が「おじちゃん，聞いてよ。６
年生が班長をするのが決まりなので，Ｄさん
も転校してこられてから数ヶ月も過ぎ，もう
慣れてこられたので班長を替わってくださ
い，と１ヶ月程前からお願いしているのにな
かなか返事がないので，この前再度話をした
ところ，お母さんと相談してみます，と言わ
れ，今日まで待っていますが，一向に返事が
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ありません。どうしたらいいと思いますか。」
と言ってきた。
　私は，朝は交通安全誘導のために交差点に
立つ前に時間に余裕があれば，登校のための
班集合の風景を見て回り，学童たちに，「お
はよう。」と声を掛けている。また，防犯グッ
ズを着装して自転車で走り回ることで，不審
者への抑止効果を図っている。そうしている
うちに，学童から思わぬ個人的相談も受ける
のです。
　私は，班長のＥさんに，「あなたは５年生
だけれども，とてもしっかりしているので，
このままあなたの方がよいと思う。」と言う
と，「だって，６年生が班長をする決まりだ
から，Ｄさんが班長をしないといけません。」
と言う。私は，「だけど，Ｄさんは無類の内
気で恥ずかしがり屋で，６年生でも無理かも
しれないよ。」と言った。この件について，
学校長に相談したところ，地区担当教員と相
談し，善処しますと言われた。学校長も私と
同様にＤさんの性格では無理でなないかと意
見は一致しており，Ｅさんに納得がいくよう
に指導しますとのことだった。
　ところが，10日程過ぎてからＥさんの班の
後方で，４年生のＦさんがＤさんに何か言っ
ている。この学童は特に活発で，何事の発言
にも長けているので，その雰囲気から班長問
題であると察し，その場は黙認し，私とＦさ
んは仲良しの間柄なので下校時に，翌朝Ｄさ
んに何を話していたのか聞くと，「Ｄさんは
６年生だから班長をするのが当然ではないか
と言いました。」とＦさんは言った。すると，
他の女子学童２人からも，決まりは決まりだ
からという声に，学校長の善処はまだなのか
と思った。
　Ｄさんは，６年生の４月に転校して来たが，
いつも無表情である。挨拶しても暗く，寂し
そうな表情のままで，毎朝話し掛けても黙っ
たままである。話し掛けられることが負担に
なるタイプのように感じられ，私は笑顔で挨

拶だけするようにしている。そのような学童
が，６年生だから班長にと３～４名の子ども
たちに迫られたら，精神的に追い込まれてし
まうのではないかと思い，再度，学校長に班
長問題が広がりを見せ，対応が善処されてい
ない旨伝え，正当論も時として，「いじめ」
の要因となる場合もあるので，早急に話し
合っていただくようお願いした。
　その後，この班長問題は解決し，話題にな
らなくなった。
　このことがあってから，私は特にＤさんに
関心を持ち，格別な想いで話し掛け，少しず
つ心が通じるように感じられ，この子なりの
笑顔を見ることが出来るようになった。
　その一方，クラスの中で友達との関係がう
まくいっているか担任から聞いて，普通の状
況で学校生活を送り，特別に問題がないとの
ことで安堵している。
　このＤさんは，現在中学生である。どうし
ているのかと思っていたら，それが平成19年
６月中旬に私の家の前を午後６時過ぎに通り
かかったのである。私は，「Ｄさん，久しぶ
りだね。遅いけどどうしたの。」と聞くと，
Ｄさんは，「部活で遅くなりました。」と言う。
その表情は明るく，笑顔である。とても嬉し
く思っていると，自分の方から，「この前，
学校で大山登山に行きました。とても楽し
かったです。」と教えてくれた。この子が自
分の方から言葉を発してくれることなど小学
校の頃には想像も出来なかったことである。
嬉しさが込み上げ，この嬉しい気持ちを手紙
で彼女に伝えようと思い，私はすぐに手紙を
書き，中学校長に一読していただいた。その
了解のもとに担任の先生より渡していただい
た。
　『明るい笑顔が素敵でした。そして，中学
生らしく成長され，あなたは輝いて見えまし
たよ。それは，あなたの心の内に沢山の素晴
しい何かが芽生え，大きく育っています。あ
なたの明るい将来に期待しています。』
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と私の意を書きました。

Ⅵ　事例４：地域で一番口うるさい「おっ
さん」

　小学生との関わりは，中学生への進学でよ
り心を感じあえる仲となる。
　私が在住する中学校区は，２つの小学校か
らなっているが，私の顔は他校の生徒にも知
れ渡っている。特に，少々問題のある生徒と
は濃厚な関係を保ち，「福生で一番口うるさ
い，おっさん」と，彼らからお墨付きをいた
だき，これを名誉と感じ彼らと接している。
　この子等が中学校を卒業し，高等学校を卒
業する時には，「僕は，○○○に就職しまし
た。」と伝えに来てくれるのである。俗に言
う「悪」のこの子等こそ，印象深く，卒業し
て何年経っても「上野さん」と呼んでもらえ，
青少年育成推進指導員冥利に尽きる思いがす
る。
　現在の中学生からは，「ヘルメットおじさ
ん」と言われ，ヘルメットの着帽にうるさい
地域のおじさんである。ヘルメットの着帽こ
そが規範意識の高揚であるとの想いから，校
則を何気なく守れる心を育てることが，「い
けない事はいけない」と些細なことが守れる
人間になると信じている。
　私は，中学生と出会うと必ず「ヘルメット」
とだけ言う。遠くから私の姿を見ると，自転
車の前かごに入れているヘルメットを取り出
して被る。私は，くどくど注意はせず，あご
紐を締めている生徒には，「君は素晴らしい。」
と褒める。
　子どもたちは，褒められることで成長する
のである。そのような時も，一つ叱ったら二
つ褒める。これが青少年健全育成活動の鉄則
であると心得ている。

Ⅶ　おわりに

　これらの事例は，その都度，米子市少年指
導委員代表者会などでも説明し，それぞれの

地域の少年指導委員にも意見を聞き，対応と
処理経過を話し合うようにしている。そうす
ることによって，少年指導委員相互の青少年
健全育成実践活動の資質向上に寄与すると確
信している。
　その心の原点は，地域の子どもは地域で育
てる。
　理論ではなく，実践活動で
　「 銀も金も玉も何せむにまされる宝子にし
かめやも」（山上憶良）

の心である。

　昔も今も未来も，そのために私達大人が努
力しなければ，と思われてならない。


