謝辞

例年と は違う卒業式 とな りま したが、保護者 を代表 いた しま して、 お礼 の言葉 を述 べさ せ て い
ただきます。
各家庭 の六年間 の様 々な苦労が 一気 に報われ るような卒業 証書授与 の姿 を、 こ の目 で見られな
いのはと ても残念 でさ び し い気持ち ですが、親 と しては子どもたちが卒業を迎えられた喜 び には
変わ りなく、 一つの大きな節 目を祝う心 は、さ び しさを吹 き飛ばすくら いです。
本 日 の卒業式を挙行 して いただ いた こと に、 まず は感謝申 し上げ ます。
入学当初、 不安や 心配 の表情 が見られた子どもたち は今、自信 た っぷ りな表情 にな り、 六年と
いう月 日 の成長 は、 ただ事 ではな いと振 り返る事が出来ます。
健康 カー ド に貼 ってあ った青 いリボ ンを つくづ く眺 め て、息 子が 小さ い時 に何 百回と読 んだ
『あ か いリボ ンのおくりも の』 と いう絵本があ った のですが、実 現 した 『青 いリボ ンのおく り
も の』 に感動 しま した。
社会 状 況が めまぐ るしく変 化す る中、 一年 一年 の授業 運営 がどれ ほど大変 かは想像 できま ん。
それ でも原町小学校 の教育方針 は代 々守られ てきま した。
運動本能を刺激す るような数 々の工夫 で身体 を動 かす楽 しさを覚え、心が弾 む音 の世界を広げ、
仲 間と作 り上げ る音楽 の世界を知 り、美 の感覚 を呼び覚 ます ような作品と機会 に触 れ て、 目が ハ
ッと輝きま した。 子どもたち のこれから の人生が豊 かにな る土台が築 かれま した。
教育 環境 にお いては、地域 の大きな力 に助けられ てきま した。 子どもたち の登下校を見守 る ス
クー ルガード活動 から、プー ルに捨 てられた粗大ゴ ミ の処理や、木 の剪定 に草刈りなども ・・・
他校 からうらや ま しがられ る事 もたびたびあ りま した。親 の手がな かな か届 かな い所 へ差 し伸 べ
られた地域 の手には、感謝 しきれな いほど です。
各 町会 で の行事や、土曜あそび場 では、 子どもたちを楽 しませ てもら っただけ ではなく、親 へ
の励ま しや、 小さな成長を 一緒 に喜 ん でくださ いま した。 また、 子育 てにお いて力を入れ る べき
所と、 手を抜く所、 子育 てを頑張 り過ぎな い事 を教え て いただき、 それ は殊 の外あ りがたく、肩
の荷 を軽 くす る ことが出来 ま した し、自 分 の人生 も楽 しく しよう と思うき っかけ にな りま した。

親 子ともどもお世話 にな った地域皆様 の温か い手と心 に深く感謝申 し上げ ます。 これからも人生
の大先輩方 の智恵 を授 け て いただき、 私たち親 も地域 を見守 って いけ るよう にご指導 くださ い。
子どもたちが見事 に成長 した こ の六年間、学校があ る日常 が当たり前 でした。 でもそ の当たり
前 の前 提と して の、校長先生を はじめと した全職員 の皆様 の日 々の学校 運営、 子どもたち の生活
基礎力 のサポート、 子どもたち 一人 一人と向き合う そ の姿勢 には感謝 で い っぱ いです。 六年間
本当 にあ りがとうござ いま した。
同じ事 を繰 り返 し継続 し、 一つ 一つ積 み重ね て いく こと は、 それぞれ の家庭だけ でなく、学校
と地域 と の連携 で成 し得 て いくも のだと思え ます。 そ の連携が 子どもたち の成長 に つなが った の
だと気づ いた のは、今 回 の休校措置 でした。親 と しても、色 々な事 を考え る良 い機会 とな りま し
た。
六年生 の皆さ ん、ご卒業 おめ でとうござ います。 こんな に大きくな ってくれ てあ りがとう ！
今 日 の卒業式をさ び し いと思う か、貴重な体験と思う か の選択 は自由 ですが、 こ の経験と六年間
で培 った ことを これから に活 かし、どんな時 でも、何が起 こ っても臨機応変 に行動出来 る人にな
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って欲 し いと願 って います。き っと はらま っち も、 い つもど こかで、原町小学校 の先生方 と 一
緒 に見守 って いてくれ て いる事 でし ょう。後輩たちがあ こがれ るような、夢を つかむため の努力
を惜 しまな い先輩 で いてくださ い。
新年度 には、 また原町小学校児童 の元気な声が聞け る のを祈 っております。

令 和 二年 三月 二十四日
保護者代表 宮 田千恵

