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発行 枕崎市教育委員会 

枕崎市中央町 184 番地 

TEL 0993-72-0170 

FAX 0993-72-0677 

E-mail hokentaiiku@city.makurazaki.lg.jp 

７月の行事予定 
日 曜 行   事 

１ 日 種目別市民体育大会 

ふるさと美化活動 

チャレンジ・アート作品展～16日 

２ 月 学校訪問(枕崎中) 

第 1 回学校給食セ運営委 

３ 火 教職員カッター研修 

修学旅行(別府中)～5日 

集団宿泊学習(別府中，別府小)～5日 

加世田高校美術部巡回展～16 日 

４ 水 地区栄養教諭等研修会 

５ 木 市特別支援連携協議会・教育支援委員会 

第 1回通学路安全推進会議 

６ 金 学校訪問(桜山中) 

８ 日 塩屋祐典演奏会 

10 火 市図画作品審査会 

11 水 市弁論大会 

12 木 第 1 回かつお釣り体験アドベンチャー研修会 

14 土 土曜授業 

アートストリート作品鑑賞会(小学校) 

15 日 家庭の日 

県民体育大会南薩地区大会 

16 月 海の日 

17 火 市校長研修会(枕崎中) 

18 水 彩友会グループ展示～29日 

20 金 小・中学校終業式 

市民あいさつ運動 

市営プール開設 

21 土 青少年育成の日 

少年野球大会～22 日 

22 日 夏の子ども図書館まつり(市立図書館) 

24 火 市教頭研修会 

第 2 回かつお釣り体験アドベンチャー研修会 

地区栄養教諭等研修会 

25 水 小学校体育主任研修会・会場準備 

26 木 小学校水泳記録会 

27 金 かつお釣り体験アドベンチャー 

28 土 明治維新絵画制作ワークショップ 

30 月 カッター教室(1 日目) 

31 火 授業力アップセミナー・市教育講演会 

※ 教育委員会の行事のうち，学校関係の主

な行事を掲載しています。変更になる場合

もありますので，予めご了承ください。 

 

結愛ちゃんを忘れない 
枕崎市教育委員会教育長 丸山屋敏 

 

「いたたまれない」「やるせない」「むごい」「痛々しい」「悲惨」 

「残酷」・・・。思いつくままに感情語を並べてみるが，どれも心が

満たされない。どうしても消化丌良に陥り心が治まらない。私は今も，

船戸結愛ちゃん(５歳)が虐待を受けて死亡した事件に，遣り場のない

憤りを感じている。 

自分で目覚まし時計をセットして，毎朝４時に一人で起きて，ひら

がなの書き取りをさせられていたという。残されたノートには，「マ

マ もうパパとママにいわれなくても しっかりじぶんから きょ

うよりか もっとあしたはできるようにするから もうおねがい 

ゆるして ゆるしてください おねがいします （中略） これまで 

どんだけあほみたいに あそんだか あそぶって あほみたいだか

ら やめる もうぜったい やらないから ぜったいやくそくしま

す」という言葉が並んでいたという。 

５歳の子供がどんな思いでこれを書いて，どんな思いで死んでいっ

たのかと思うと，胸が張り裂けそうになる。どうしてこんな事件を起

こすのか。大正・昭和時代に児童保護に尽力した賀川豊彦は，『子供

は食う権利がある。子供は遊ぶ権利がある。子供は寝る権利がある。』

という言葉を遺している。しかし，結愛ちゃんには，その権利が不え

られないまま亡くなった。 

今朝も一般紙の投稿欄に「結愛ちゃん，私たち 

大人があなたを助けてあげられなくてごめんなさ 

い。かわいそうだったねで終わらせないようにし 

ます。」という記事が掲載されていた。 

この事件は社会の問題として，大人の問題とし 

て，対策を講じなければならない。明日を生きた 

かった結愛ちゃんの死を無駄にしないためにも。 

 

      「倭文麻環」(しずのおだまき)の世界 

              伊牟田經久 著 南方新社 出版 
本書は，江戸時代の薩摩藩国学者「白尾国柱」

(しらおくにはしら)が著した説話集「倭文麻環」

(しずのおだまき)を現代人にもわかりやすく紹

介している。全編にわたって興味深い話が紹介

されており，奄美大島の住用に住み着いたワニ

の話や甲突川河口に出現した海獣の話，福昌寺

(現玉龍高校にあった寺)の屋根葺き替えの時に

現れた，手の長さが二尺もある大蜘蛛の話など， 

現代でも起きている珍獣出現から薩摩の偉人伝まで，話は多岐に

わたっている。  【紹介者】生涯学習課長  末永 俊英  

巻頭言 

～枕崎市教育委員会だより～ 

 

私の紹介したい本        
屋外での学習が終わり，低学年の子ども

たちが一目散に教室に向かって走り出す

と，一人の男の子が転んでしまいました。

みんなは，走って通り過ぎていきますが，

Ａくんだけは，引き返し「大丈夫？」と心

配そうに声をかけました。日頃は，友だち

と接することが尐ないＡくんですが，いろ

いろな人との関わりの中で，「友だちを思

いやるやさしい心」が，育っていることを

確認することがで 

きた出来事でした。 

生 

ちょっといい話・立神小編～おもいやり～ 

立小の「ぶつからない」 

「転ばない」おもいやり 

教育委員会入口 今月の花「アジサイ」 
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咲かせよう，あいさつの花 
 毎月第３土曜日「青尐年育成の日」の前日は，

「市民あいさつ運動の日」です。あいさつをとお

して，市民の融和と住みよいまちづくりをめざし

て行っているもので，教育委員会職員が２つのグ

ループに分かれ，学校の近くであいさつ運動を行

っています。６月１５日(金)は，別府小学校と立

神小学校で実施しました。子どもたちの明るく元

気なあいさつは，とても気持ちのいいものでした。

また，市民あいさつ運動を盛り上げるため，市内

の各小・中・高等学校に標語の募集を行いました。                 

２１１１点もの応募作品があり，審査の結果９人

の児童・生徒の

作品が最優秀賞

に選ばれまし

た。受賞者と作

品は以下のとお

りです。 

 

 

 

 

 

 

 

進路主任等研修 in 枕高 
 ６月８日(金)，枕崎高校の総合学館において，

進路主任等研修会を実施しました。市内の４中学

校の進路指導担当者が参加しました。校内参観で

は，翌日の文化祭に向け一生懸命準備している生

徒や気持ちのよいあいさつをしてくれる生徒の姿

が印象的でした。また，橋口校長先生の御講話で

枕崎高校の魅力について改めて知ることができま

した。研究協議では，立神 

中の内村教諭が，昨年度公 

開したキャリア教育につい 

て発表し，深く学ぶ機会と 

なりました。 

           

制作者である朝野浩行先生の言

葉です。「この彫刻は，時空をテー

マにして制作しました。素材の石

は，その誕生から私たちが想像も

できないほどの時間を持っている

と思います。私は，その悠々の時 

間を形にして表現したいと思いました。彫刻の

穴から光が入り，彫刻のくぼみに光の影を映し

ます。時空の穴を潜った光が石の中で動く形も

彫刻の一部としてご覧ください。」 

制作者の意図を考えながら鑑賞すると，違っ

た一面が見えてきます。(所在地：市役所通り) 

●平成 31 年度に第２回「枕崎国際芸術賞展」を開催

します。皆様のこころ温まる寄付で枕崎国際芸術賞展

を盛り上げましょう。募金箱設置場所は「市役所」「市

民会館」「駅前観光案内所」「南溟館」です。 

ご協力よろしくお願いします。 

 

プール開設に向け着々 
 ６月１２日(火)・１３日(水)の２日間にわた

り，教育委員会職員が，市営プールの掃除をし

ました。プール内の壁やプールサイドにこびり

ついた頑固な汚れを落とすのは，根気のいる作

業でしたが，ひとつひとつ丁寧にブラシでこす

り，１日半かけてきれいにしました。 

※プール開設は，７月 20 日(金)の予定です。 

 

 

 

 

 

 

６月９日(土)，第２８回黒潮すもう大会が開催

され，市内の小学校３年生以上１４９名が参加

して熱戦が繰り広げられました。各学校７名ず

つの代表で争う団体戦は，枕崎小学校が３戦全

勝で制し連覇を達成しました。 

 

 

 

 

 

 
 

教育委員会各課の取組から 

文 

学 

保 

生 

○立神小１年 下野 大芽 「うれしいな あいさつするのも されるのも」 

○別府小２年 大西 一華 「あいさつは こころあかるく じぶんから」 

○立神小３年 ルマンタス・アシュリーアン 「こんにちは 言えばうれしい えがおの日」 

○枕崎小４年 上野 小春 「あいさつで 今日のとびらが 開かれる」 

○立神小５年 畑野 喬士朗「あいさつは 今日をえがく １ページ」 

○枕崎小６年 茅野 泰介 「あいさつは 今日もがんばる スイッチだ」 

○別府中１年 土本 隼汰 「グッときた 君の大きな あいさつで」 

○枕崎中２年 萩原 花吏 「あいさつの 波が輝く 枕崎」 

○枕崎中３年 岩下 陽太 「あいさつは 心を開く パスワード」 

【立神小での運動の様子】 

 

●団体優勝に軍配

とともに贈られる

第 36 代木村庄之

助・山﨑敏廣氏直

筆の優勝盾(左) 

●大会に向けすも

う教室で四股踏み

のけいこをする別

府小児童(右) 

【地道な作業が続く】 

 

【注水され準備万端】 

 

枕崎高校の特色や取組について講話する橋口校長先生(中央奥) 

アートストリート作品紹介 


