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１ ０ 月 の 主 な 行 事 予 定
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大谷

裕紀

1964 年(昭和 39 年)の 10 月 10 日の東京。それは、アジア初めてのオリンピ
ック開催の開会式の日です。当時の記録では、10 月 10 日は、気象の観測史上、
晴れる確立が高い特異日とされており、今でも特異日は続いています。この東
京オリンピックを機に、10 月 10 日は「国民がスポーツに親しみ、健康な心身
を培う日」として国民の祝日に制定されました。現在においては（西暦 2000
年以降）、ハッピーマンデー法により、「体育の日」は 10 月の第二月曜日を固
定日から変更になり、晴れの特異日との関係性は薄れてきました。
「体育の日」を制定した東京オリンピックの果たした役割は、計り知れない
ものがあります。東京と新大阪を結ぶ新幹線が誕生する。東京に地下鉄が走る。
高速道路が整備される等々、日本そのものが新しい時代に変わる契機になりま
した。同時に、体力テストもこの年から始まったようです。成長社会を支えた
企業や各自治体の運動会も、この時期に多く開催されます。50 年と少し前に
制定された「体育の日」が果たした役割も大きいものがあります。
さて、体格の成長に反し体力の低下が問われ運動離れが進む現在、運動に親
しむ子を育成すべく学校現場も、二極化が進んでいます。国際化・高度情報化
が進む社会、人生 100 年と言われるこれからの社会、子供たちにたくましく生
き抜く力を培うことは、教育の責務かもしれません。前回の東京オリンピック
がパラダイムシフトを起こしたように、2020 年の東京オリンピックへの期待
も膨らみます。科学技術の振興に伴い人工知能やロボットが社会進出し、予測
不能と言われる 2020 年「体育の日」は、次世代にどのような役割を果たすの
でしょうか。
「敬老の日」に思うこと。私の父方の祖父と祖母は、
早くに亡くなりました。二人とも 50 代でした。母方の
祖父と祖母は長生きで、ずいぶん甘えさせてもらいまし
た。その祖父の話になりますが、私がカイロ日本人学校
に赴任するとき 25 年前なので 80 代半ばです。出発の挨拶に行って玄関でお別
れするときに「帰ってくるまで、生きてられないな。遠いし。」と言いながら
右手を差し出されたのですが、身内と握手をした記憶が全くなく、なんとも照
れくさく、そして力強い握手だったような記憶が残っています。ちょうど長男
が生まれてすぐに祖母が亡くなったので、祖父もそんな気持ちになっていたの
かも知れません。
それから、１年半後、どうしてもエジプトに行きたくなったらしく、お金は
全部出すから連れてってくれと母に頼み、叔母たちを連れ、はるばるやってく
るのですが、日本からの直行便はなく、ヨーロッパ経由で１日がかりでくるこ
とになります。気温 40 度を超える中での観光も大変だった思います。エジプ
ト人の知り合いにガイドを頼んだのですが、気合が入りすぎて説明がとっても
長かったとぼやいてました。それから、私たち家族は、任期を終え帰国しまし
たが、その数ヵ月後に祖父は亡くなりました。ここ最近になって母が話してく
れたのが、旅行が決まる数ヶ月前から、だから半年以上前から旧妻沼の上根と
いうところに家があるのですが、そこから刀水橋まで、往復だと約７キロぐら
いを毎日歩いてトレーニングをしていたということ。たぶん自信
がついて連れて行ってくれということになったのだと思います。
旅行中迷惑をかけたくなかったから、暑かったし、相当疲れてい
たと思いますが、弱音は一言も言いませんでした。
「人に迷惑をかけたくない」そういう境地に自分はたどり着け
るのだろうか？
今の年齢ならではの「自立 貢献」、自分には、まだ遠い気が
します。

運動会！９月２１日（土）

自立
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体育の日について

台風の影響で天気が心配されましたが、雨の
日用のプログラムで実施しました。来賓の皆様、
保護者の皆様が大勢来校してくださり、盛り上
がりのある運動会になりました。工夫を凝らし
た応援合戦、明星会の方々との玉入れ、暑い中
いっぱい練習したダンス等、どの学年も練習の
成果を発揮し、立派でした!!
皆様、ご声援ありがとうございました。

＜学校教育目標＞

最優秀賞!!
令和になって初めての「緑のカー
テンコンテスト」で、玉井小学校が熊
谷市内の小学校２９校のトップ、
『最優秀賞』を受賞しました！
二次審査にいらした審査員の方々
が、広さと緑の勢いを「とてもすば
らしい！」とほめてくださいました。
ぜひ、ご覧ください。
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１１月の主な行事予定
1日(金)
2日(土)
3日(日)
4日(月)
5日(火)
6日(水)
7日(木)
8日(金)
11日 (月)
13日 (水)
14日(木)
15日 (金)
16日 (土)
17日 (日)
18日(月)
19日 (火)
20日 (水)
21日 (木)
22日 (金)
23日 (土)

教育の日 表彰朝会 フリー参観（2～4校時）
4時間 14:00完全下校
熊谷市教育委員会研究委嘱発表 該当学級以外３時間
フリー参観（5校時のみ）給食なし
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代表委員会 教育相談 元気タイム
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スポーツフェスティバル(タグラグビー)
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修学旅行② 昔の遊びを教わろう会１年
支援籍学習 ＰＴＡ給食試食会
市内音楽会4年･アモーレ(さくらめいと)
2年校外学習(弁当) フッ化物
クラブ 学年の時間
勤労感謝の日 長なわ跳び県大会(5･6年）
ＰＴＡ親善バレーボール大会(くまぴあ)高柳資源回収

25日(月)
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28日(木)
29日(金)
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くまなび
個人面談（27･29日） PTA家庭教育学級講習会
持久走大会(全学年）
持久走大会予備日(全学年）
たてわり活動
郷土を描く児童生徒美術展(本庄東小)1日まで

予定は変更になることがあります。

