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№９５ 

２０１６（平成２８）年１２月１２日 

― 編集・発行 ― 

いの町立吾北中学校ＰＴＡ広報部 

〒 ７８１－２４０１ 

高知県吾川郡いの町上八川甲３０４７ 

ＴＥＬ（０８８）８６７－３３００ 

ＦＡＸ（０８８）８６７－３３０２ 

銀銀ぎぎんんななんん杏杏  
生徒数 ４４  家庭数 ３９  会員数 ５１ 特別会員 ３ 

＜校訓＞ 自主 友愛  「賢く 優しく 逞しく <生きる力>を持った生徒の育成 」をめざして ！ 

 

「銀杏」は地域に根付いた広報誌を目指しています。 

個人情報等もたくさん載っていますので取り扱い等には十分お気をつけ下さい。 

平平成成 22８８年年度度  文文化化発発表表会会とと体体育育祭祭のの写写真真でですす。。  



平成28年9月17日（土）

紅組

白組

親子でゴール

一年生は初めての体育祭 二年生がんばれ！

華麗なる
ジャンプ

三
年
生

速
い
！
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一年生
76回

二年生
79回

三年生
83回

「反抗期アバンチュール」

両チームともすばらしい戦いでした。
当日は、雨も降りましたが皆さんのご協力
で無事、体育祭が開催できました。
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吾北人 ～吾北の誇り～ 
 １１月５日（土）、文化発表会が行われました。オープニングセレモニーでは実行委員会の早口言葉

から始まり、英語の暗唱発表、クラス発表と続きました。クラス発表では各学年が工夫をこらした発

表をしていてとてもよかったです。今年で最後になる３年生の劇では「坂本龍馬」をテーマに分かり

やすく楽しい劇で会場は笑いに包まれました。音楽部の発表ではピアノ、マリンバ、太鼓が披露され

ましたが、太鼓の演奏は特に素晴らしく、感動して涙が出そうになりました。すごく良かったです。

昼食は吾北中レストランで早朝より地域の方々に協力してもらい生徒らの作った「五目寿司」「チャー

テの白和え」「もちきび汁」でのおもてなし。美味しかったです。 

午後からは吾北五地区の発表があり太刀踊りや、蕎麦ようかんの試食、程野の滝の紹介、手作りス

ティールパンの演奏などがありました。部活動や学校行事の合間に調べたり、練習をしてよく完成さ

せたなぁと感心しました。全校合唱では生徒のピアノ伴奏に合わせてきれいな歌声を聞かせてくれま

した。今年も楽しく感動できるとても良い文化発表会になったと思います。寒い中、文化発表会を見

に来てくださった地域の皆様、保護者の皆様、ありがとうございました。 
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 ～日本ＰＴＡ全国研究大会・四国ブロック研究大会～ 
８月２０日（土）、徳島でのＰＴＡ研究大会に吾北中学校より、会長、事業研修部長、教頭先生が参加

されました。徳島県内の７会場で行われた分科会のうち鳴門市の特別第１分科会に参加し、女優の水

野真紀さんの講演などがありました。一緒に吾北小学校の先生やＰＴＡ会員さんも参加され楽しい道

中になったようです。参加された皆さんお疲れさまでした！ 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子ソフトバレーボール大会 

８月２１日(日)、早朝より道の駅の掃除、愛校作業と続き、午後からは暑～い体育館で１年生から３年生までの

生徒、保護者、教職員でチームを作り、大変にぎやかで熱い！バレーボール大会となりました。前年までは各

学年別での親子行事でしたが、今年は全学年での親子行事にしてみました。朝からの掃除に体力を奪われ・・・

暑い体育館では汗が止まらず・・・。それでも皆さん子ども達には負けじと健闘しました。１位は龍生君チームが

優勝し、景品には高知アイスさんの詰め合わせが！！２位以下にもジュースやお菓子の詰め合わせが渡され

て、暑かったけど、にぎやかで、楽しい親子行事となりました。 

（５） 

                                                                                             

日本ＰＴＡ全国研究大会に参加しました。私自身も日Ｐに参加したことがなかったので、とても興味がありま

した。分科会は第１で、会場は２５００人ほど入れる大きなホールでしたが、さすがに日Ｐです、ほぼ満席状態で

した。水野真紀さんの講演は子育てに対する思いを身近な仲間の意見とあわせ発表してくださいました。

少々ステージから遠かった為あまり顔は拝見出来ませんでしたが有名人のオーラが出ていました。研究会に

は５名の方が参加しており、道中も楽しく意見交換をすることができました。運転手をしてくださった教頭先

生、ありがとうございました。      ＰＴＡ会長  和田 博 

今回初めて日Ｐ、四Ｐ研究大会に参加させていただきました。コミュニケーション力の分科会に参加し、女

優の水野真紀さんの基調講演から始まり、撫養小学校ＰＴＡ会長の発表を聞かせて頂きました。その中で「あ

いさつ」や「笑顔」などコミュニケーションに必要な事のお話もあり、両方とも当たり前の事ですがコミュニ

ケーションにつながる事を再認識しました。小学校の教頭先生とＰＴＡの２人とご一緒させて頂き、行きも帰り

もコミュニケーションがとれた事もすごく良かったです。笑いあり、笑いだらけの道中やランチでとても楽し

かったです。ずっと運転して頂いた市川教頭先生、助手席でナビして頂いた小学校の角教頭先生、楽しいト

ークを繰り広げてくれた小学校のＹさんＫさん、そして和田会長、ご苦労様でした。ありがとうございました。        

事業研修部長  片岡 隆子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、お塩の

説明から。 

ビニールハウスで結晶箱の攪拌作業の体験！  

収穫作業してますよ！ 
乾燥後のお塩！  

出来ました！！ 

お土産（＾＾）ｖ 

今年は２年に一度の PTA 研修旅行の開催年です！ということで、１１月２０日に西の方へ

行ってまいりました！！ 

《黒潮町佐賀のソルティーブさんで天日塩作り体験》 

30年前に大阪から移住して来られた、吉田さんご夫妻は、風と太陽による自然の力だけで究極の『完全

天日塩』を作り出されました。現在は息子の拓丸さんが２代目塩守としてソルティーブを切り盛りしてお

られます。 

【天日塩作りの工程】 

海水をくみ上げる→くみ上げた海水を落下させて濃縮→ビニールハウスの中の結晶箱に濃縮した海水を

入れる→結晶箱（190 箱）を攪拌する（夏場は１日４回）→収穫（収穫までに夏場は２週間・冬場は１ヶ

月以上かかることも）→乾燥→不純物除去→完成 

 ビニールハウスの中は、30℃で体験中少しいるだけで暑かったです。なんと夏場は倍の 60℃になるそう

です！！手をかけ、時間をかけて作られる天日塩。いの町の高知アイスさんの天日塩ジェラートもソルテ

ィーブさんの『完全天日塩』があったからこそ、生まれた商品だそうですよ。 

 

 天日塩づくりのあとは、『道の駅なぶら土佐佐賀』にてお食事タイム！たたき定食や黒潮かつお

丼など、美味しいカツオを堪能いたしました。 

 
ソフトクリームは黒砂糖味！ 
鰹コロッケや鰹メンチカツも

サクッと美味しかったです。 

黒潮町の海 
たたき７切れ定食！ 

豪快な漁師さんの顔

出しパネル  

朝から小さなハプニングが起こりΣ(ﾟ∀ﾟﾉ)ﾉｷｬｰ。なんだか、ドキドキワクワクな幕開けでした

（笑）いの町から黒潮町佐賀まで、あっという間の 30分くらいに感じる道のりでした(* ´艸｀)

話して、笑って、食べて、笑って、とても楽しい研修旅行になりました。ご参加くださった方々、

ありがとうございました。お疲れさまでした。 

 今回参加出来なかった方も、２年後の次回は是非参加してみて下さい。 

きっと楽しいですよ！！（＾Ｏ＾）／ 

 
（６） 
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ソフトボール部 ～one for all all for one～ 

 ７月２２日、県総合体育大会において香北中学校と対戦。２対１で勝利

し、見事１回戦を突破しました。２回戦の対戦相手は大正中学校。１回戦勝利の勢いを持って挑み

ましたが、惜しくも敗れてしまいました。これまでの練習の成果が県体の舞台で実り、勝利を掴

むことが出来て良かったです。 

 

 ９月３日の県秋季大会をもって３年生がソフトボール

部を引退しました。部員不足や厳しい練習を乗り越え、

三年間の活動を続けられたことは今後の人生におい

ても支えとなることでしょう。これからも自分の未来

に向けて精進してください。 

おつかれさまでした！ 

 

試合結果報告 

７/２２ 県体育大会         １回戦 ２－１  香北    ２回戦 ０－８大正 

８/２７ 高吾地区球技選手権 １回戦 １－９  尾川・黒岩 

９/３  県秋季大会         １回戦 ２－１１  尾川・黒岩 

１０/８ 県新人大会         １回戦 ０－16 池川・仁淀 
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 3年生が引退し、2年生中心の新チームになりました。新チームは、県の大会で上位にい

けるように日々練習に励んでいます。 

 

【6月以降の試合結果】 
  
○ 学年別大会 

 

（男子シングルス） 

   松丸 麟   ベスト４ 

   矢野 紘雅  ベスト１６ 

   北川 純平  ベスト１６ 
  

（女子シングルス） 

  山中 美佑奈 ベスト４ 

  川村 礼加  ベスト４ 

  田岡 さくら ベスト８   
○ 秋季大会    
（男子ダブルス） 

   松丸・筒井ペア    ベスト１６ 

北川（恭）・矢野ペア ベスト１６ 
  

（女子ダブルス） 

   山中・川村ペア ベスト８ 

 

 



 音楽部 

9 月～１１月、下八川地区敬老会、柳野地区敬老会、川窪地

区敬老会、東谷地区敬老会、中央地区敬老会にお邪魔し、リコ

ーダーの演奏で長寿をお祝いしました。 

11月 23日（水）に行わ

れた、高知県器楽コンクール

に出場し、優秀賞を受賞しま

した。 

さらに最優秀賞も受賞し、

受賞記念講演会での演奏が

決まりました。 

（９） 

吾北小学校キラキラフェスティバル、い

の町連合音楽会、いの町健康まつりでは、

雄大な和太鼓の演奏を披露しました。 

また吾北中学校文化発表会では、和太鼓

の他にも、ピアノやマリンバの演奏、全校

合唱でのリコーダー伴奏と、日ごろの練習

成果を十分に発揮しました。 

最優秀受賞記念講演会 
日時：12月 26日（月）１２：３０～１６：００ 

（開場 １２：００） 

会場：高知県立美術館ホール 



（１０） 

 

～テーマ『子どもたちの健やかな成長を願う PTA 活動の推進』～ 

 

 

1 1 月 1 3 日（日）  仁淀川町立別府小学校において、  吾川郡 P T A 連合会研究大

会が開催されました。始めにアトラクショ

ンがあり、  別府小学校 4 ・5 年生児童に

よる劇『変身物語～ぼくらはみんな  Ｙ（や

れば）  Ｄ（できる）Ｋ（子）～』・全校児童に

よるダンス『ルパン三世』が披露されまし

た。  開会行事の後、郡Ｐ・町Ｐ感謝状贈呈

式、別府小学校Ｐ  Ｔ  Ａ  による実践発表と

続きました。その後、  高知県在住の映画

監督  安藤  桃子  氏の講演『７代先の子ど

もたちへ、残したくないもの』が行われました。  

（以下参加された方の感想です。）  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別府小児童の皆さんは、元気があって

発表もハキハキと、とても聞きやすかっ

たです。ＰＴＡ活動の発表では地域との

つながりを大切にしていると感じました。

同じ小規模校として参考になりました。

安藤桃子さんの講演はとても楽しく高知

の人の話など、ウンウンと聞き入ってし

まいました。普段なにげなく生活してい

る高知もすばらしく、子ども達にそれを

感じながら育って欲しいとあらためて思

う講演でした。  

安藤桃子さんが、「高知は七代先

に残したい物がたくさんある所で

す。」と話してくれました。小さい頃

から住んでいると、良い所を見るより

も、悪い所、不便な所ばかり探して

は言ってしまいがちです。子どもた

ちに悪い所ばかり話をしていると、こ

この地に大人になっても住みたいと

思わなくなり都会へと出ていきま

す。ここの地が、いかに素晴らしいの

かを伝え、子どもたちが一度離れた

としても、又戻ってくるように、大人

がまず、ここの良さを確認すること

が大切なのかなと思いました。同じ

物を見ても、見方が変われば宝物に

なりますよね！！  



「吾北を知ろう・触れよう・考えよう」 

 吾北中学校では、高知県山の学習支援事業を受けて、「吾北を知ろう・触れよう・考えよう」のテー

マのもと、吾北の自然や産業について学習しています。１学期には、仁淀川でのカヌー及びラフティン

グ体験や仁淀ブルー講演会、紙漉体験、水質調査などを行いました。２学期は、１１月１７日（木）の

午前中に間伐体験を行いました。森や森に生える木々の自然界での役割や特性を知り、吾北地区の山々

や林業の現状について考えることができました。 

   

   

   

    

  

（１１） 

森林学習（吾北総合支所森林政策課の方の講話） 

“グリーンパーク

ほどの”に到着後、

間伐についての説

明を聞いて、町有

林に徒歩移動しま

した。 

各班に分かれて、

選木・安全指導・

枝打ち体験・間伐

体験を行いまし

た。 


