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　本校が現在地に移転して６年が過ぎよう
としています。
そして、「日野芝るーたー」のみなさんのご
努力で芝生の校庭もいつも青々として子ど
もたちの成長を見守っています。
　「第一日野グループ（西五反田保育園・
第一日野すこやか園・第一日野小学校）」の
連携教育がさまざまな地域から注目され、
視察においでくださいますが、その連携教育
を支えているのが芝生校庭と言っても過言
ではありません。
　小学校の校庭で園児と小学生がともに
遊ぶ姿は全国的に見てもほとんど例があり
ません。また、園児と小学生がともに遊ぶ
中でぶつかり合ってケガをしたということも
皆無です。なぜ、芝生の校庭でともに遊ん
でいてもケガが起きないかといえば、小さい
子に対する子どもたちの優しさが発揮され
るからだと思います。

それほど芝生の校庭は人のこころを和
なご

ませ
る働きがあるのです。
　更に、芝生校庭で遊んでいる園児たちが
一階の小学生の学習のようすを外廊下から
覗き込むようにしています。 お兄さんやお
姉さんが一生懸命勉強しているようすを見
ることで園児たちは小学校の学習を理解し
ます。 孟母三遷の教え＊ではありませんが、
この環境が雄弁に小学校の生活を園児に
教えてくれています。 それが自然と憧

しようけいしん

憬心
を育てます。
　本校にとって芝生の校庭はなくてはなら
ないものです。これからも一日野の大切な
宝物としてみんなで大切にしていきたいも
のです。

〜芝生校庭の思い出〜〜保幼小連携を支える芝生校庭〜
第２５代校長   酒井　敏男

 今年度から一日野PTA芝生係やすこや
か園PTAの皆さまに、暑い夏場の芝刈り
や水撒きにご協力頂きました。
 お陰様で今年は「地域のみんなで美し
い芝生を守っている」ということを、より
一層実感できた一年でした。
 来年度も「るーたーメンバー」一丸と
なって芝生を青く良好な状態に保ち、子
供たちの笑顔でいっぱいになるよう活動
していきたいと思います。

　皆さま、ご協力どうぞよろしくお願い
いたします。

イベント報告「芝生de年賀状」1−2, 3−3 柗本 公高

事務局長より　　　　　  1−1, 4−3　安田　充
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＊【孟母三遷の教え】もうぼさんせんのおしえ
【意味】 孟母三遷の教えとは、子供の教育には、よい環境を選ぶことが

大事だという教え。また、教育熱心な母親のたとえ。

　11月3日(祝)、芝 生を使った 紙すき
「芝生de 年賀状」を行いました。
　いつもは青空の下で触れあっている
芝生が今日は年賀状に変身します。
　普段からお世話になっている日本大学
の学生さんからコツを教えてもらってい
ざ作成開始!

　最初は慣れない紙すきに手こずりまし
たが、いつの間にか「もう5枚作ったよ!
こっちは6枚目!」と紙すき職人だらけ。
笑顔あふれるイベントでした。
　みんなが作った年賀状、大切な人に
届いたかな♪

　６年１組 池田 光輝（いけだみつき）

　第一日野小学校の校庭が芝生で良
かった点はたくさんあります。
　一つめは、休み時間です。 芝生校庭
ならではの遊びをたくさんできました。
　例えば、「バランスボール」です。 これ
は、最初は上手に乗ることが難しかった
けど、あとからどんどん上達していきまし
た。他にも寝転がったり日向ぼっこをした
りと普通の校庭ではできないような遊びを
たくさんしました。 転んでもいたくないの
で、思い切り追いかけっこをしたり、ボー
ル投げをしたりすることもできました。
　その他にも縦割り班や放課後遊びな
どで、いろいろな学年の子たちが楽しそ
うに遊んでいました。
　二つめは、体育の時間です。普通の
校庭とくらべて気持ちよく運動をするこ
とができました。フリスビーの授業では、
友達からのパスをキャッチするために勢い

良く飛び込んでも、全くケガをしませんで
した。また、しまじろうのDVDの撮影の
ために芝生校庭でみんなでドッジボール
をしたのも思い出の一つです。
　そして掃除の時間には、芝刈り機を
使って芝刈りをし、とても貴重な体験に
なりました。
　今こうして思い起こすと、芝生校庭での
友達や先生とのたくさんの思い出がよみ
がえります。 楽しい行事を計画してくれ
たり、ふわふわの芝生を管理していただ
いた佐藤主事さんや日野芝るーたーの
みなさんに感謝しなくてはいけないなと
思いました。
　本当にありがとうございました。

　6年２組 大津 晴久（おおつはるひさ）

　第一日野小学校の芝生の校庭、これ
は第一日野の象徴にもなっています。し
かし他の小学校の多くには芝生がありま
せん。 なぜ一日野だけに芝生の校庭が
あるのでしょう。
　そこでぼくは、芝生の校庭の利点につ
いて考えてみました。 考えた結果、三つ
考えられました。
　一つ目は、柔らかいことです。これによ
り、転んでも痛くなかったり、芝生の上
を裸足で遊んだりすることもできます。
　二つ目は、水はけのよさです。これに
より、雨がやんだ後、すぐに遊ぶことが

できます。
　三つ目は、涼しいということです。これ
により、夏でも涼しく快適に過ごすこと
ができます。
　しかし、こんな芝生にも大変なことが
あります。「手入れ」です。この芝生の
手入れは、年に数回あります。 夏芝を冬
芝にかえるのもその一つです。 養生と
いって芝生を休ませるためにシートを張
ることもあります。 遊びやすいように芝
刈りもします。
　これらを支えているのは、佐藤主事さ
んや「るーたー」の方々です。 佐藤主事
さんや「るーたー」さんは、子ども達の笑
顔のために、日々大変な仕事をこなして
います。 芝生には「子どもたちを笑顔に
する」という願いがつまっているのです。

「子ども達を笑顔にする」これが芝生の
あるべき姿であり、芝生の存在意義だと
思います。

　6年3組 佐久川 海音（さくがわみおん）

　ピカピカのランドセルと新校舎。 わく
わくしながら入学した一年生。その頃ま
だ芝生は工事中。 だから写真は、旧校
舎の桜の木が満開になっているところで
撮りました。
　小学校の生活に慣れてきた頃、何気
なく外を見てもオレンジ色の線がある校
庭。 みんなは、「はやくできないかなあ」

「はやく遊びたいな」などと言っていた
ことを覚えています。 そして一年の二学
期、ついにみんなが待ちに待った芝生誕
生の日が来ました。 全校児童が芝生に
集まってうずうずしながら校長先生のお
話を聞いていました。もちろん私もその
一人。 そして、お話も終わりついに芝
生オープンの時、校長先生の合図と共
にみんなで一斉に走り出しました。 青々
と生えている芝生の上を思いっきり走る
人、ボールで遊ぶ人、みんなで鬼ごっこ

をする人など様々でした。
　その日から私たちは芝生と共にいろい
ろなことを経験しながら成長し、とうとう
六年生になりました。
　最後の一年は、新しく入ってきた一年
生に芝生で多くの思い出をつくってほし
くて、おいかけっこやバランスボールなど
でいっしょに遊びました。
　今、芝生がなかった時のことを知ってい
るのは私たちだけです。 私は、この第一
日野小学校に芝生がつくられたときのこ
とを下級生に伝え、一日野の芝生の歴史
を下級生たちでつなげていってほしいで
す。そして、この大好きな芝生と一緒に
六年間みんなで過ごし、卒業できること
が本当に嬉しいです。
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　「芝刈りを一回でも体験してみたいと思
い参加しました。」
　息子（蘭）が学校から持ってきたグリーン
ボランティア組織作り案内を見て、会議に
顔を出した2010年12月4日の朝のことでし
た。 この日から“日野芝るーたー”の一員と
なったわけですが、るーたー仲間は気持ち
のよいメンバーばかりで、参加できる範囲で
の活動を自由に行うことができました。
　芝生でのイベントを皆で考え、トン汁も
楽しい「芝生de 遊ぼう」、大人のプラレール

「芝生de ＧＯ」、不滅のトムとジェリー「芝
生de映画」、伝統の紙すき体験「芝生de年
賀状」とイベントが拡大していきました。 念
願の芝刈りも何度も経験でき、蒼々とした
芝生に触れることができました。 皆で管理
した芝生で子供達が笑顔いっぱいに遊ぶ姿
を見るにつけ、るーたー活動の大切さを感じ
ることができました。 折々に記録した写真 /
動画をまとめた日野芝るーたー活動報告を
何年にも亘ってまとめることができたのも良
い思い出となりました。 皆様の協力の下、

日野芝るーたー最大の危機と考えていた
2016年問題（初代メンバーからの継承問
題）に対しても、うまくバトンを繋ぐことがで
きたように思っています。
　日野芝るーたー総会で話をされた日本
芝草学会会長の藤崎先生によれば、“芝生
病”なる恐ろしい病があるとのこと。この病
にかかると芝生の魅力に取りつかれ周りを
芝生だらけにしてしま
うということでした。
さしずめ佐藤主事さん
などはかなりの重症患
者といったところでしょ
うか。 私はそれほど
重症化に至ることはあ
りませんでしたが、「カ
ラカラ（芝 刈 り 機 の
音）、ゴホンゴホン」、
芝生風邪には罹ってしまったようです。 蒼い
芝生を楽しみに、地域メンバーとして、これ
からも周りの人に芝生風邪をうつすことにし
たいと思います。

　日常ではやる事がないであろう『芝刈りを
やってみたい』という、とてもシンプルな思い
つきで日野芝るーたーに参加しました。
　芝刈り、なかなかまっすぐには進めませ
ん。
　日野芝るーたーは芝刈りをするだけでは
ありませんでした。
　芝生の勉強会への参加。 ペンキ塗り、
ウッドデッキ作りもしました。
　他にもたくさんの事を経験し、いろんな事

を学びました。
　体力的に大変な事もありましたけど、楽
しく活動してきました。
　日野芝るーたーの皆さんとの出会いに感
謝です。
　最近は残念な事に、作業に参加出来な
い事の方が多くなってしまいました。
　芝刈り、今でもやっぱりまっすぐには進め
ません。

　平成２２年、新校舎が完成した第一日野
小学校に娘が入学しました。
　夏が過ぎ、子どもたちが心待ちしていた
芝生校庭もオープン。
　学校で芝生管理のボランティアを募集す
ることを知りました。
　私でも何かできることがあるかもしれな
い。と、ボランティア登録をしました。

　新入生だった娘は６
年生になりました。あっ
という間だったような気
もしますが、色々なこと
が思い浮かびます。 な
かなか真っすぐに歩け
ず、腕も筋肉痛になった
芝刈り。
　道具がうまく扱えず
一ヶ所に集中して撒い

てしまった肥料。 抜いても抜いても生えて
くる雑草やキノコ。４年生と一緒に準備し
たポット苗。 夏の水撒きでは子どもたちと
一緒に水を浴び、養生シート張りでは６年
生の成長を感じました。
　補修作業した所に濃い緑の芝が伸びてく
るのを見るのは嬉しいものでした。
　映画会の準備で掲示ポスターや、ポップ
コーンを作ったのは楽しい思い出です。
芝生のイベントでは校長先生をはじめ、たく
さんの先生方にご理解、ご協力をいただき
ました。
　そして主事さんにはたくさんご指導いた
だきました。ありがとうございました。
　芝生に関わる機会を与えていただいたこ
とに感謝しております。
　これからも美しい緑の芝生校庭でありま
すように。

　芝生と同級生の子どもたちが、卒業の時
を迎えました。あっと言う間だったなと、思う
こともあれば、いろいろなこともあったなと
も、思います。
　刈った大量の芝が、もったいなくて何か
できないものかと考えたのが、芝生色のお
揃いのシャツを作ろう！でしたが、芝生は染
料になりませんでした。２年ほど前から、
るーたー会員のイベントとして芝生染めを
始めましたが、薄い緑茶程度の色に染める
のがやっとで、校庭の芝生のようなきれい
な色には、ほど遠いです。
　他にもいろんなイベントを開催したり、キ
ノコや雑草の除去、夏休み中の水撒き作
業、子供たちとポット苗作りや養生シートを
張ったり、撤収したり。 そんな出来事や芝
生の状況を皆さんにお伝えするための「し
ばふだより」を作ったり。
　確かに、大変なこともありましたが、芝生

の上に立つと、風がここちよく、芝生の色に
癒され、芝生で遊ぶ子どもたちの声に元気
をもらいました。
　毎日、毎月、毎年芝生の様子や状態が『同
じ』ということはありませんでした。 その都
度、主事さんに教わりながら作業をしてい
たように思います。
　この芝生が、子どもたちの思い出と共に
いつまでも心に残ることでしょう。 そして、
これから続く子どもたちにも受け継いで欲
しいと思います。

　私の娘は2010年4月に入学しました。
そうです、この第一日野小学校が移転した年
です。

　ぴっかぴかの校舎で
したが、芝生校庭は隠
されたままでした。
　秋にオープンした芝
生校庭は青く新鮮に感
じました。
　こんな校庭で走って
遊んで学べる子供たち
は幸せだなぁと思いま
した。
　そして学 校 からグ
リーンボランティアが
募集され、芝刈りをやっ

てみたいなと思い入りました。
　保護者の多くは 1 年生の親でした。
　佐藤主事さんにみんなでゼロから教えて
いただきました。
　郊外まで芝生の勉強に連れて行っても
らったり、他の学校の授業を見学しに行っ
たりもしました。
　いろいろイベントをしたのでそれもそれぞ
れ想い出ですが、やはりすごく暑い夏休み
の芝刈りが心に残っています。
　維持していくのはとても大変だと思いま
すが、これからも素敵な芝生を残してくださ
いね !
　最後に佐藤主事さん、本当にありがとう
ございました。

保護者からのメッセージ
6−1　松田　寿

6−3　桑野 純子

6−3　出口 智子

6−2　佐藤 優子

6−3　岩本 香奈江

今年の活動報告

芝生風邪に罹
かか

って 芝生と過ごした６年間

日野芝るーたーに参加して

しばふの校庭

振り返ってみると

芝生の上で入学式
☆★ピカピカの一年生★☆
4月 5月 １２月/１月7月 9月芝生でGo!

♪♬楽しい一日♬♪
芝刈り

ご協力ありがとうございました!!

芝生de 落語
and 映画

★落語おもしろかったね★

シート貼り、
はがし

冬でも青々とした芝生が育っています。


