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三宅小学校同窓会 会報誌 

 すぎなさん 
平成３１年３月1８日発行 第１4号 

 同窓会員の皆様におかれましては、日々ご健勝にてお過ごしのこととお慶び申

し上げます。日頃は本校の教育活動に何かとご支援ご協力をいただき、誠にあり

がとうございます。今年度より三宅小学校に勤めさせていただいておりますが、

母校で勤務させていただくこと、大変光栄であると感じると共に、歴史と伝統あ

る本校に勤務させていただくことの責任の重さに身の引き締まる思いでございま

す。 

 さて、小学校では新しい学習指導要領が２０２０年度より本格実施されます。

外国語教育や道徳教育、プログラミング教育が話題となっておりますが、今回の

学習指導要領では、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標達

成のため、「社会に開かれた教育課程」の実現が目指されています。このことについては、本校がこれ

まで地域のみなさまと取り組んできたことがあらためてクローズアップされたものと感じております。

本校では、これまでから「三世代交流まつり」、「米、大豆、ネギ、さつまいも等に関する農業体

験」、「クラブ活動」、「読み聞かせ」、「あいさつ運動」等で、保護者、地域の方から多くのご協

力、ご支援をいただいてまいりました。今や本校の伝統とも言えるべき活動となっており、子供たちも

これらの活動から、ふるさとを誇りに思い、地域・社会に貢献する気持ちを高めてまいりました。 

 今後も子供は地域の宝であるという考えのもと、子供たちが健やかに成長していけるよう、地域との

つながりを大切にして、様々な教育活動に取り組んでまいりたいと思います。会員の皆様には今後共何

かとお世話になりますが、ご支援ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 みやけの里        三宅小学校長  玉井 茂博 （第６６回 昭和５０年卒 市場区） 

 同窓会の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げま

す。常日頃から同窓会活動に対し深いご理解と温かいご支援・ご協力を賜わ

り厚く御礼申し上げます。 

 さて、昨今の社会経済環境は全世界的にめまぐるしく変動し、複雑化する

とともに人々の価値観も多様化しております。加えて全国的に急速に進む少

子高齢化問題は、当地域においても例外ではない喫緊の課題であり、教育の

在り方が問われる重要な時期にあります。わが三宅小学校においては、「自

ら学び、支えあう、たくましい三宅の子の育成」をスクールプランとして

「家庭・地域・学校協議会」が設置され相互に連携協調して子供たちの育成

を目指しています。三身一体となった学校行事参画などにより着実にその成果を挙げており、秋

の「三世代交流まつり」では身をもってこれを体感することができました。地域の宝である子供

たちのために今後も益々充実させていくことが大いに望まれるところです。 

 結びに、私儀、この度30年度末をもちまして任期満了により会長職を退任することとなりまし

た。在任中は、同窓会員の皆様をはじめ、学校関係者・地域の皆様には格別のご指導・ご鞭撻を

賜り誠にありがとうございました。新しい時代に向けて伝統ある三宅小学校の益々の隆盛と会

員・関係者の皆様のご健勝・ご発展をご祈念申し上げてご挨拶とさせていただきます。 

ご 挨 拶  三宅小学校同窓会長  田中 信太郎 （第５２回 昭和３６年卒 日笠区） 
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同窓会便り  

 小学校時代の思い出を書けというので、あれ

これと思い出してみましたが、やっぱり日々の

学校への行き帰りが一番記憶に残っています。

我が家は、親父の代から娘・息子まで三代（祖

母の代以前に遡ればもっと増えます）が三宅小

学校に通っていました。町道１３号線を三宅小

学校まで約２.５kmをてくてく歩いて通ってい

ました。記憶では１３号線以外（たんぼのあぜ

とか）冬になって雪の上が凍ったりしたら、そ

れこそ田んぼの中が通学路と化していました。

この思い出は１３号線がアスファルトでなかっ

た親父の時代も共通しています。 

 ところが、娘・息子の時代になると１３号線

上に限定されていたように思います。学校の行

き帰り、ボランティアの見守り隊の人がコース

を外れないように立ち、不審者がいないかの確

認を行っていました。私、親父の時代と社会の

何かが変わったんでしょう。少々通学ルートを

外れても、どうということもなかった時代から

決められた通学ルートを歩かないと安全が保障

されない、先生方を含む周囲の大人が責任をと

れない時代になったように感じます。子供たち

にも大人たちにも世知辛い世の中になったもん

だとこの文章を書きながら、痛感しています。  

 三宅小学校通学      
          第６５回（昭和４９年卒)  塚本 秀史（仮屋区） 

 片道２.５ｋｍ。この距離は、仮屋区から三宅

小学校までの片道の距離です。登下校で、往復

５km、１ヶ月で１００km以上となる距離は、若

狭町から福井市まで毎月歩いたことに相当しま

す。この片道２.５kmの通学路を、雨の日も風や

雪の日も縦１列の集団となり前を行く友達に遅

れまいと歩いた集団登校が、私自身が振り返る

大きな三宅小学校時代の思い出です。 

 ４０年以上経った今でも、この通学路は道幅

が広くなったり、アップダウンの坂道が平坦に

なったりと一部道路改良がなされていますが、

風景は殆ど変わっていない気がします。おそら

く、小学校時代はこの距離を苦ともせずに、過

ぎ行く季節と自然の風景を楽しみながら歩いて

いたに違いありませんが、体力が下降傾向に転

じた今現在の思いは「よくこれだけの道路を毎

日歩いたなぁ。」とたまに自分自身を褒めてや

りたい気が生じてきます。また、この距離を歩

いて登下校していたことが、その後進学して、

体育系の部活動に入部して地獄の様な毎日のト

レーニングに耐えられたことに繋がり、小学校

時代に基礎体力が付けてもらっていたのでとい

う気持ちも湧いてきます。天候の良し悪しにか

かわらず地道に歩いたことが、知らず知らずの

うちに体力と根性を鍛えてくれていたのかも知

れません。本当に片道２.５ｋｍの通学路に感謝

しています。 

 今では、この通学路を歩く機会は少なく、ほ

とんど車を運転して通るだけですが、今もこの

通学路を昔と変わらず歩いて登下校している児

童の姿を見かけると、声に出しては言えません

が、「頑張れ、鍛えられた脚力は後々色々なこ

とに生かせる時が必ず来るから。」と心の中で

応援しています。  

片道２.５kmに感謝  

第６７回（昭和５１年卒） 古坂 治幸（仮屋区） 

【交通安全鼓笛パレード】Ｓ56 【元気に集団登校する子供たち】Ｈ31 
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 三宅小学校を卒業し、早４０年近くがたちま

す。現在までにさまざまな経験をいたしました

が、ポッコリ出たお腹と薄くなった髪など外見

以外の中身の基本的な部分、癖や習慣といった

ものは、当時学んだ事がそのまま焼き付いてい

て今の自分を形成していると思います。その中

の一つに、給食の時間の「三角食べ」がありま

す。 

 「三角食べ」というとご存知の方も多いと思

うのですが、ご飯やおかず、汁物などを順番に

少しずつ食べるという食べ方で、一品ずつまと

めて食べるのに比べてバランスよく、又おいし

く食べられるという事で全国的に学校給食に取

り入れられたようです。「三角食べ」に関して

はその後賛否両論が上がり、現在では死語にな

りつつあるようですが、当時の三宅小学校は

「ランチルーム」が新築され、高学年が低学年

の子をまとめる形での給食スタイルと先述の

「三角食べ」を目玉に給食モデル校のような感

じで他校からの視察に県外からも来られ、ピリ

ピリした雰囲気の中で食事をした思い出があり

ます。４０年たった今でも私はどんな食事も

「三角食べ」で、何品あっても無意識に均等に

減っていきます。それはおそらく当時を経験し

た同世代の人は私同様、無意識に「三角食べ」

になる人が多いのではないでしょうか？ 

 三宅小学校で学んだ素晴らしい事は、「三角

食べ」以外にもここには書ききれないほどたく

さんあり、現在も日々の生活で生かされていま

す。そんな「人生を左右する」大切な小学校時

代を三宅小学校で学べたことにあらためて感謝

し、誇りに思います。 

 全国の学力・体力テストで福井県は常に５本

の指に入る好成績を収めており、我が母校、三

宅小学校の子供たちも非常にレベルの高い教育

を「人生の基礎」が形成される大切な時期に学

ばせてもらえるわけです。これからも子供たち

の明るい未来のために、母校の増々の発展を応

援していきたいと思います。  

 「三角食べ」に思う小学校時代の大切さ      

          第７３回（昭和５７年卒)  木又 敦 （井ノ口区） 

私が母校、三宅小学校を卒業して早３７年の

歳月が過ぎました。一昨年、井ノ口区の自主学

級長として三宅地区敬老のつどいのお手伝いを

させていただき、久しぶりに三宅小学校構内に

入り現在の教室や給食室等を見て、広く明るい

室内に驚きました。同時に私が６年間過ごして

きた小学校時代の頃を思い出し、懐かしく思い

ました。 

現在、区役員として年数回、交通安全街頭指

導で上中中学校下の町道１８号線と１３号線の交

差点で、児童の集団登校を見守っております。

普段は見守り隊の方が児童の安全を見守ってい

ただいていますが、やはり危険な交差点である

ことに間違いありません。１日でも早く「ゾー

ン３０」等の安全対策の実現を願っています。

又、私自身も安全運転に心がけていこうと思い

ます。 

最後に、アルミ缶を持って行く位しか出来ま

せんが、これからも微力ながら三宅小学校にご

協力させていただこうと思いますので宜しくお

願いします。 

 第７３回（昭和５７年卒） 植平 義弥 （井ノ口区）   

 回 想    

【三宅小学校の航空写真】Ｓ53 

【学校食堂での給食の様子】Ｓ54 
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同窓会事務局 住所 

〒９１９－１５４２ 

福井県三方上中郡若狭町井ノ口49-11 

三宅小学校内 

電話 ：0770-62-0005 

FAX : 0770-62-0038 

電子メール : miyake-es@edu.town.wakasa.fukui.jp 

三宅小学校 同窓会費 決算報告               

差引残高  １３２，６７７ － １３２，１７６ ＝ ５０１ 

 ※ ５０１円は、次年度の会計に繰り越させていただきます。 

収入の部   

項   目 金  額（円） 備 考 

前年度繰越 ７７７   

会  費 １２２，４００ 300円×408人 

入 会 金 ９，５００ 500円×19人 

貯金利息 ０   

計 １３２，６７７   

支出の部   

項   目 金  額（円） 備 考 

事 務 費 ３，０４０ 切手・封筒 

会 議 費 １，７７６ お茶 

同窓会会報誌 ７２，３６０ 印刷費 

維持管理費 ５０，０００ 芝生管理 

同窓会事業基金 ５，０００ 積立 

計 １３２，１７６   

 

同窓会会報誌は、三宅小学校ホームペー

ジでも配信しています。 

http://edu.town.wakasa.fukui.jp/s-miyake/ 

編集後記    

ここに皆様の母校への思いがこもった「すぎなさん第14号」

が完成いたしました。この発行を通して旧交を温めていただけ

ましたら幸いに存じます。最後になりましたが、今後益々の同

窓会員皆様方の御健勝をお祈り申し上げます。        

               
平成３０年度 

三宅小学校同窓会 会報誌編集委員 

  塚本 秀史（仮屋区理事  第６５回卒） 

  古坂 治幸（仮屋区理事  第６７回卒） 

  植平 義弥（井ノ口区理事 第７３回卒) 

 木又  敦（井ノ口区理事 第７３回卒) 

  島田 正樹・谷口 文代（同窓会幹事） 

【お昼休みに芝生広場で遊ぶ子どもたち】  

同窓会費の一部は、学校の芝生広場の管理に使わ

せていただいています。芝生広場は、子供たちが遊

んだりクラブ活動でグラウンドゴルフを行ったりし

ています。 

【三世代交流まつり】2018.11.10 
・学校と保護者・地域とが連携して、学校の子どもた

ちと父母、祖父母、地域の方々とが、昔遊びや工作な

どのいろいろな体験を通して交流を行いました。 

【人権講演会】2018.10.30 
・アジアパラ大会金メダリストの車椅子陸上選手の

伊藤竜也さんを学校に招き、人権講演会を開催しま

した。 


