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その後、銀座を愛した椎葉一二さんと勝又康

雄さんが「銀座の文化を次の世代に伝えて行か

なくては」と、柳の復活に力を尽くしました。

当時、３本だけ残った柳の木の枝を挿し木にし、

御門通りに植樹しました。そして、１９年後に

は、本校の正面玄関口に「銀座二世柳」を、さ

らにこの二世柳から枝分けした「銀座三世柳」

を職員室前に植えました。

さて、現在、外堀通りの１丁目から８丁目に

は１３７本の柳の木が並んでいます。どの柳の

木も緑濃く、五月のさわやかな風に揺れ、人々

の心をなごやかに包んでくれています。

５年生になると、柳染めの学習を楽しみにし

ている子どもが多くいます。この柳染めは、銀

座もとじ（泉二）の皆様のご協力によって実施

しています。今年で１４年目を迎えました。

柳染めは、当時泰明小学校に通っていた泉二啓

太さんが「着物は何からできているの」と疑問

をもったことから始まりました。お店で蚕の飼

育を行い、友達にも見てもらおうと、学校に話

を進めたことが、今の柳染めの授業につながっ

ています。昨年からは、卒業生である啓太さん

も参加し、親子二代による柳染めの授業となり

ました。生前、勝又康雄さんが、子どもたちに

柳の歴史についてお話しして下さったことがあ

ります。そのお話ぶりからも銀座を愛する思い

を強く感じました。これからも、銀座の柳への

熱い思いは次世代へと受け継がれていきます。

５月２４日（火）本校の

二世柳と三世柳の剪定を行

い、今年度の柳染めの授業

が始まります。

青々と輝くつたの校舎が一段と美しく見える季

節になりました。今年は、みゆき通りのチューリ

ップフラワーカーペットも５月５日の外堀通りの

柳祭りも縮小して実施されます。柳祭りでは、泰

明小の子どもの作った復興支援メッセージうちわ

を東北地方の子どもたちに送ります。銀座のゴー

ルデンウイークは、「がんばろう日本」を合い言

葉に被災地復興を呼びかけます。

さて、５，６年生の立志式がありました。高学

年になった子どもたちは、誇り高き先輩に続こう

と、自分の志を発表しました。５年生の発表を紹

介します。

○１年生の時、「どうしたの。何でも聞いてね」

と６年生が言ってくれて安心して質問できた。

だから、自分も低学年に優しくし、分からないこ

とがあれば教えてあげる頼りになる高学年になり

たい。

○歴代の５、６年生が素晴らしい泰明を作ってき

た。自分たちも６年生と協力し明るく楽しい素晴

らしい泰明小を作り上げたい。

さらに、６年生では「口で言うのは簡単だけど

行動に移すのは難しい。ぜひ有言実行したい」

と発表しました。立志式を通して、一人一人の

志がよりよい学校を築いていこうという意識を

高め、学校生活を豊かなものにしていきます。

これからの高学年の活躍が楽しみです。

昨今、銀座の街でも緑の活動が盛んに行われて

います。例えば、三越デパートの屋上緑化、白鶴

酒造の米作り、蜂蜜作りのミツバチプロジェクト

などがあります。緑の活動の発端と言えば、銀座

の柳を思い出します。

銀座の柳は、レンガの町並みによく調和した銀

座のシンボルです。また、中央区の木として親し

まれています。今から４２年前、銀座通りの大改

修時に２０３本あった柳がすべて姿を消しまし

た。
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このマークは、セカンドバック登校の日を表わします。

※（ ）は学年を表します。 ※予定は変更することもあります。

日 曜 朝 小学校 幼稚園・ＰＴＡ

１ 日

２ 月 講話 聴力検査(１・２） 委員会活動 節句の会

３ 火 憲法記念日

４ 水 みどりの日

５ 木 こどもの日

６ 金 保健講話 聴力検査（３・５）

（石川 先生）

７ 土

８ 日

９ 月 講話 柏遠足（３） クラブ活動 安全指導

10 火 泰明読書 区学習力サポートテスト (４･５･６) 遠足（北の丸公園）

親子給食（1 年 1 組） Ｐ理事会

11 水 泰明読書 安全指導 代表委員会

親子給食（1 年２組）

12 木 泰明読書 社会科見学（４）歯科健診（幼・２・３・５） 弁当参観 歯科健診

13 金 ＜水曜時程＞ 個人面談① 避難訓練 身体測定 避難訓練

14 土 前期土曜スクール①

15 日

16 月 ＜水曜時程＞ 校長相談日 個人面談② 園長相談日

講話 絵本読み聞かせ（うめ）

17 火 泰明読書 スポーツテスト みゆき通り清掃

18 水 泰明読書 遠足（１・２）個人面談③

19 木 泰明読書 個人面談④ 耳鼻科健診（幼・２･４･６） 耳鼻科健診

20 金 ＜水曜時程＞ 個人面談⑤

21 土

22 日 わんぱく相撲大会

23 月 講話 登下校安全確認旬間始 教育実習始 セーフティ教室

セーフティ教室・バス乗車体験（１）（５校時）

24 火 泰明読書 柳剪定（５） 眼科健診（２･４･６） バス遠足（多摩動物公園）

25 水 泰明読書 研究授業（６）

26 木 泰明読書 遠足（６） 内科健診（１･３･５） クリーンデー

27 金 ＜水曜時程＞ 地域別児童会（６校時） 誕生会

登下校安全確認旬間終

28 土

29 日 中央区クリーンデー

30 月 講話 クリーンデー（６校時） 絵本読み聞かせ（ゆり）

読書週間始

31 火 泰明読書 日比谷公園

○６月５日（日） 日曜授業参観

生活目標
学校のきまりを守って

生活しましょう



はじめまして

子ども達に負けないパワーで 理科支援員 小林 彩音
５年担任 志田 稔 今年から理科のお手伝いとして、みなさんとい

今年度から泰明小学校に参りました。まだわから っしょに勉強する、小林彩音（こばやしあやね）
ないことが多く、子どもたちのパワーに後押しして です。
もらっていますが、早くこちらが子どもたちを後押 みなさんといっぱい仲良くなりたいので、見か
しできるように、頑張ります。 けたら気軽に声をかけてください！

皆様どうぞよろしくお願いいたします。

はじめまして

図書館指導員 小島 百代
今後ともよろしくお願いします 今年４月から図書館指導員として皆様と一緒に

３年担任 中宮 志保 過ごすことになりました。子どもたちが沢山の素
桜の花が咲くと同時に、私にとっての教員一年目が 敵な本と出会えるように、精一杯お手伝いしてい

スタート致しました。初めてのことに戸惑うこともあ きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
りますが、持ち前の笑顔と粘り強さで、子どもたちと

全力で向き合いながら、共に成長していきたいと思っ よろしくお願いします

ております。どうぞよろしくお願い致します。 学習指導補助員 工藤 明日実
きらきらした笑顔の子どもたちに、毎日元気を

もらっています。今年度は学習補助員として、勉
笑門来福 強や遊びを通して、子どもたちの成長を精一杯サ

非常勤教員 美濃山 忠敬 ポートしていきたいと思います。
昨年度末、定年退職して非常勤教員として、３

年の社会科や体育、理科を担当します。学級担任 よろしくお願いします
と違い、多少の戸惑いはありますが、こどもたち 学習指導補助員 市川 聡子
の成長のため、「笑門来福」、いつも笑顔でがんば 昨年、教育実習でお世話になりました。今年は
ります。 どうぞよろしくお願いいたします。 学習指導補助員として、前よりもっとたくさん

の子どもたちと触れ合いながら、学びを共有して
いきたいと思います。

英語講師 アリーナ・Ａ

「はじめまして、１年生です」

１年担任 飯田 惠子

４月６日(水）、どきどきしながら学校の門をくぐってからひと月

が過ぎようとしています。対面式、１年生を迎える会などの行事を

経験し、泰明小の一員だという気持ちも生まれてきました。

また、チャイムに合わせて勉強したり遊んだり給食を食べたりすることにより、学校生活のリズ

ムにもだんだん慣れてきました。

これも、毎日上級生がお世話をしてくれるおかげです。朝の支度を教えてくれたり、休み時間一

緒に遊んでくれたり、何もわからない１年生にみんなとても優しく接してくれます。上級生みんな

が見守ってくれていることを感じ、本当にうれしく思います。

これからますます活発になっていく学校生活の中で、上級生が示して

くれる思いやりの心を忘れずに、心も体も大きく成長してくれることを

楽しみにしています。



離任式 ４月２０日 １年生を迎える会 ４月２２日 立志式 ４月２０日

ご協力お願いいたします

生活指導主任 増渕 武

始業式から早いもので１ヶ月が経ちました。それぞ

れ進級した子どもたちも、そろそろ生活に慣れはじめ

てくる頃です。保護者の皆様のご協力をいただきなが

ら、本年度も１年間無事故で安全なよりよい学校生活

が送れるよう指導していきたいと思っています。どう

ぞよろしくお願いいたします。

今年で特任校３年目になり、バス通学児童が更に

３１名増えま し た 。さっそく子どもたちの乗車マナ

ーを心配される声をいただいています。電車通学児童

のマナーについても同じような事が言えます。 今月

２３日から登下校安全確認旬間 がありますが、お子さ

んがマナーやルールを守り安全に通学できているか日

頃から声をかけていただくよう、よろしくお願いいた

します。

平成２３年度

泰明小学校評議員

・安西章次 （銀座５丁目連合町会会長）

・池田東彦 （同窓会会長）

・糸賀不二男 （銀座西７丁目町会会長）

・岩澤良平 （つたの会会長・元PTA会長）

・金子友美 （PTA役員）

・馬宮守人 （PTA相談役）

・水野泰輔 （同窓会副会長・青少年委員）

・八児正紀 （ＰＴＡ会長）

・渡邊明治 （銀座みゆき通り美化会会長）

・渡辺佳通人 （同窓会幹事長・元PTA会長）

泰明小学校関係者評価委員

・向山行雄 （帝京大学教職大学院教授）

・村越正則 （前白梅学園大学教授）

・藤井千恵子 （国士舘大学教授）

・３月２５日（金） 小公園前と小公園内に、１台ずつベンチが入りました。子どもたちが遊びの途中
で座っておしゃべりを楽しんでいます。

・４月 ６日（水） 1年生６２名が入学しました。入学式では２年生全員で泰明小の紹介とキ
ラキラ星の演奏、６年生は、代表委員が歓迎の言葉を言いました。

・４月 ７日（木） 定期健康診断が始まりました。この日は、３・４年生の身体測定がありました。
・４月１１日（月） 全校保護者会が行われました｡ 新しい理事が決まり、それぞれの部会も発足しまし

た。
・４月１３日（水） 余震が続いていたので、２２日（金）まで放課後遊びを中止し、一斉に下校する

ことにしました。先生方が最寄の駅まで引率しました。
・４月１８日（月） 新しい英語の先生を迎えて、外国語活動の授業が始まりました。
・４月２０日（水） １か月ぶりに、向山前校長先生をはじめ、先生・主事さん方に会いました。なつ

かしくて、涙があふれました。
・４月２２日（金） 講堂で、１年生を迎える会を行いました。１年生は元気

よく「１年生になったら」の歌を歌い、全校児童で先生
や友達と名刺交換をして仲良くなりました。

・４月２７日（水） ３年生が町探検に行きました。銀座の町の通りの様子の
違いに気付きました。

・４月２８日（木） 千賀ノ浦部屋の舛ノ山親方を始め、栃の山関、鰤の里関
の二人の力士をお迎えして、６６名の児童がわんぱく相
撲の練習を始めました。

相 撲 の け い こ


