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～小さいことを重ねることが、とんでもない所に行くただひとつの道（by イチロー）～ 

校 長  渋  谷   浩  

「凡事徹底（ぼんじてってい）」は、イエローハットの相談役だった鍵山秀三郎さんという方が同名

の本の中で伝えている考え方で、本の副題には「平凡を非凡に努める」とあります。当たり前のことを

当たり前にやるのではなく、当たり前のことを人には真似できないほ

ど一生懸命やるという意味です。 

またイチロー選手は、名門「愛工大名電高」時代の 3年間で、最も

自分のためになったのは「毎日の 10分間の素振り」だったといいま

す。そこで上の言葉「小さいことを重ねることが、とんでもない所に行く

ただ一つの道」という言葉になるのですね。 

さて、池田町では左のような「学習のきまり」を統一して行うこと

にしています。どれも難しいことではありません。当たり前のことで

す。しかし問題は、どれだけ徹底できるかということ。学校でも指導

しますが、ご家庭でも是非声掛けをしてください。 

また、先日「池田町教育の日」で講演いただいた岩﨑由純氏の「ペ

ップトーク～元気・活気・勇気を与えるトーク術～」の中では、相手

にはポジティブな言葉で「して欲しい」ことを伝え、成功をイメージしてもら

おう、という内容がありました。例えば「ウソをつくな→正直に話そ

う」、「サボるな→しっかりやろう」、「ボケっとするな→集中しよう」、「廊下を走るな→廊下は歩こう」

というように変換しましょうという内容です。きっと、これなら誰でもできることだと思います。しか

し「徹底」できるかどうかが問題ですね。即、成果は出ないかもしれませんが、凡事徹底、取り組んで

いきたいと思いました。 

新年を迎えるにあたって、ご家族で「これだけは徹底しよう」という話をしてみてはどうでしょうか。ど

んな小さな“当たり前”でも構いません。家族ぐるみで“徹底”すれば、きっと大

きな成果が得られるはずです。 

そして、よい年を迎えましょう！ 

・つよい心と体をもつ子   【校訓】 

・よく考えやりとげる子 

 ・明るく思いやりのある子 
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 1２月17日（木）に1年生と保育園・幼稚園との交流会が行われま

した。 

 保育園と幼稚園の年長さん（来年の1年生）が来校。1年生は自分た

ちで企画、準備をしてきたゲームやお店屋さんを、上手に運営していま

した。かわいい“後輩”たちに優しく接してあげて、成長した姿を再認

識させられました。 

 1年生にとっても、年長さんたちにとっても、有意義な交流の時間と

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 【12月５日（木）、カムイトウポポ保存会の方々に

来ていただき、バッタの踊りやきつねの踊り、歌やム

ックリの鳴らし方などを教えていただき、アイヌ文化

に触れてみました。子どもたちの中には「ゴールデン

カムイ」という漫画を読んでいる子もいるので、すご

く興味を持って話を聞いている子がたくさんいまし

た。】（４年通信より抜粋） 

 来年４月２４日には白老に「ウポポイ」もオープン

します。ウポポイの基本 

方針は、①自然と共生し 

てきたアイヌ文化への理 

解を深める②異なる民族 

が互いに尊重し共生する 

社会のシンボルとなる空 

間を形成する③豊かな自 

然を活用した憩いの場を 

提供する、となっていま 

す。 

 共生社会を創造する子 

どもたちにとって、大変 

貴重な学習となりました。 

～ようこそ池田町 元気アップ作戦～ 

 

12月11日（水）5年生が以下のような学習を

行いました。 

【池田町の観光客を増やすにはどうしたらいいか

ということで5年生は池田のいいところを組み合わ

せて「観光コース」づくりをしています。この日は

池田町観光協会の土田さんに来ていただいて、まだ

まだ知られていない池田の観光スポットなどを教え

ていただきました。池田町にも桜並木がきれいなと

ころやフクロウが見られるスポットがあることなど

教えていただきました。みんな、一生懸命メモを取

りながら話を聞いていました。 

池田町環境協会でも新しい観光コースづくりに取

り組んでいるとのこと。みんなの観光コースが出来

上がったら観光協会に送り、見てもらうことになり

ました。ナイスアイディアは参考にしていただける

そうです。】（5年通信より） 
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 「利別築堤河道掘削工事（土砂運搬）」の工事で、右のような看板 

を付けたダンプが多量に通行します。運搬期間は2月末までの予定 

で、学校前の道道もルートに入っています。 

 安全には十分留意してと業者の方も言ってくれていますが、児童への安全指導をご家庭でもお願いしま

す。また、以前からお願いしていますが、特に登校時の学校前道道での駐停車は絶対に避けてください。東側

南側の駐車場、及び役場など少し離れた安全な場所で乗降させてください。 

 

 

  

 日 時 令和2年1月25日（土） １０：００～１３：００（10時開会式） 

 会 場 池田小学校グラウンド・体育館等 

 主 催 池田小学校冬祭り実行委員会（池小PTA役員＆池小学校運営協議会） 

 協 力 十勝池田ライオンズクラブ  JA十勝池田町青年部 

 内 容 雪山あそび、食べ物コーナー 他・・・冬の遊びを楽しもう！ 

 先日、冬祭りの案内を配布しました。申し込み締め切りは過ぎましたが、お忘れの方は早急に池田小：教頭までご連

絡ください。 

 今年も利別小、高島小のみなさんにも冬祭りの案内を配布しました。町内の小学生、そして大人が一緒に楽しめるイ

ベントにしたいと思います。 

 たくさんの子どもたち、そして保護者の皆様の参加をお待ちしております。 

 

≪ご協力 お願いします≫ 

・ゴミの持ち帰りにご協力ください。 

・コップ、皿をご持参ください。 

・電子ゲームは持ってこない（持たせない）でください。 

【うどん】 

一杯 １００円 

＊申込をされた方には「うどん券」を 

３学期始業式の日に配布いたします。 

※当日、持参してください。 

 子どもたちには「冬休みのくらし」をもとに、 

各学級で冬休みの過ごし方を指導してあります。 

また、池田町小中高連絡協議会・池田町教育委員 

会発行の「冬休みのしおり」も、あわせてご確認 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公共の場所のインターネット利用や 

携帯電話マナーを守ろう 

・インターネットを通じて個人情報を教えないように

しよう 

・交通ルールを守ろう 

・道路や線路では絶対に 

遊ばないようにしよう 

・交差点などで飛び出したりしない 

・冬道の歩行には、十分気をつけよう 

・人や車に向かって雪玉を投げない 

・明るいうちに家に帰ろう 

・用事のない店には出入りを 

 しないようにしよう 

・金銭トラブルに巻き込まれないように、お金の

管理をしっかりしよう（おごったり、おごられ

たりは、しない） 

河川 利別築堤河道掘削工事 

⑬―１ 
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１月の行事予定 

 1日（水）元旦（学校閉庁日） 

2日3日 年始休日（学校閉庁日） 

9日（木）10日（金）学び塾 

9日（木）東部方面ＳＳ大会（浦幌） 

１２日（日）池田町成人式 

１３日（月）成人の日 清見リンクまつり 

１４日（火）第4回ＰＴＡ役員会 

２１日（火）第３学期始業式 ALT 

２２日（水）冬休み作品展（～２８日4校時まで） 

２３日（木）児童会 

２４日（金）研修日いけだっ子冬祭り準備 

２５日（土）第１８回いけだっ子冬祭り 

２６日（日）町民SS大会 

２７日（月）下校指導 

２８日（火）ALT 下校指導 

２９日（水）分掌会議 

３０日（木）下校指導 

３１日（金）漢字検定（１５時～図書室）研修日 

＊「ゆらこ」頑張ったら、腰が痛くなった。現在、休
止中。（“くびれ”は来年に持ち越し…） 

＊山口県からの転校生、池田の冬に衝撃を受けつつ
も元気に通ってくれました。3 学期がシバレ本
番！頑張りましょうね。 

＊私も朝の立ち番、大寒も頑張ります！凡事徹底で
すからね！！ 

＊お正月には孫が来る。10 か月でつかまり立ちの
孫が来る。歯が1本生えた孫が来る。💛💛💛 

＊私はせっせとピュ○ーラで舌苔退治！ 
＊私の冬休みの宿題は６年生の名前を書く練習！そ
う、卒業証書を書くために！！ 

＊今年も冬休みに「徹二と浩の蕎麦屋」が開店する
かな～。前回は20食完売だったよ～。 

＊28日、町のリンク開き記録会中止の連絡が。少雪
は助かるけど、リンク造成は苦労しますね。 

＊今年のインフルは強烈でしたね。池小は、よく踏
みとどまった方です。ご家庭の皆様にも感謝です。
3学期も油断せず、頑張りましょう！！ 

＊冬至を過ぎて、日が長くなっていく。嬉しい！ 
＊下の娘が千歳で教員をしている。児童数1500人
教職員 100 人！ヘトヘトで帰ってくるだろうか
ら、正月にはバナナ饅頭でも食わしてやるか。（浩） 

  

第29回とかち・ひだか児童版画コンクール

【４年】 

金賞 門馬 心温 いただきます‼ 

銀賞 大木 祐心 いただきます‼ 

銀賞 谷 みちる いただきます‼ 

銅賞 佐々木 凛 いただきます‼ 

銅賞 星野 凱音 １０才おめでとう！ 

佳作 荻原 たえ いただきます‼ 

佳作 山形 涼太 いただきます‼ 

佳作 織本 知夏 はい、ポーズ‼ 

令和元年度全十勝小学校SS記録会 

【十勝ｵｰﾊﾞﾙ12/15】 

２女250m木村愛瑛（左）40“17 

４女500m門馬心音（右）56“76 

4女1000m 同上  2‘00“11 

２年 斎藤沙羅さん 

（左）日本バッハコンクール 札幌前期11月24日  

3、4年Aコース  優秀賞（2月に全国大会出場） 

（右）第10回情熱の日芸術祭コンクールシューレ ファイナル 

最優秀賞、初級①部門優秀賞、STVテレビ局賞、 

北海道知事賞 

第25回全十勝少年フットサルリーグ 

（U-12） ブロック準優勝 

後列左から～⑥髙橋新凪さん⑥

木響雅さん⑤夏井 蓮さん 

前列左から～⑥計良心愛さん⑥

丹羽明歩さん ※○数字は学年 

【１１月２４日】 

第50回全十勝少年団柔道大会 

兼第37回全十勝女子柔道選手権大会 

個人戦 男子小学3年生の部  

（右）優 勝  中嶋 雅斗 

（左）準優勝  石田 悠伸 

【１２月１０日】 

第25回日本習字展 

特 選 

5年 矢栁 美晴さん 


