みたねの学校
この度、湖北小６年生が
鵜川の鳳来院（茂林友道住
職）を訪れ座禅を体験しま
した。
座り方や足・手の組み方
等の指導を受け、鐘の合図
で座禅を始めました。ゆっ
くりと時間が流れる中、子
どもたちは静寂に身を置い
ていました。途中で「中学
校でも頑張ってほしい」と
の願いを込めて一人一人が
警策（木製の棒）で肩を打っ
てもらう体験もしました。
鐘の合図で約 分間の座禅
が終わるとさわやかな表情
を浮かべていました。茂林
住職は「やるべきことには
真剣に取り組み、めりはり
のある生活を送ってほしい。」
と励ましました。佐藤成那
さんは「座禅をして自分の
悪い所を直していこうと考
えることができた。」伊藤
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運んできたお茶をて した。年長児さんは
いねいにいただきま 慣れた様子でお茶を
下げるまで１年生を
もてなしていました。
畠山優空さんは「久
しぶりに飲んでおい
しかった。」相原大
河さんは「保育園の
時は苦くて飲めなかっ
たけど今日は飲むこ
とができた。」と話
しました。保育園で
は静と動、おもてな
しの心を学ぶために
毎年お茶会を行って
いるとのことでした。
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大輝さんは「こ
れから心を落ち
着かせたい時は
座禅をしてみよ
うと思った。」
と話しました。

琴丘中学校
この度、琴丘中学校でＪＲ出
前授業が行われ、２年生が「地
域の魅力とＪＲ東日本の事業を
コラボさせてやってみたいこと」
をテーマに話し合いました。
始めに会社概要や業務内容、
現在力を入れている「地域再発
見プロジェクト」について説明
がありました。地元の魅力を掘
り起こし発信することで足を運
んで好きになってもらう企画と
のことでした。続いてグループ
ごとにＪＲ職員からヒントをも
らいながらテーマについて話し
合いました。「電車内で秋田の
食べ物を使った料理教室の開催」
「雪を知らない子どもたちに秋
田の良さを知ってもらう企画」
等、様々なアイディアが出され
大いに盛り上がりました。
最後に「三種町にはたくさん
の可能性がある。その可能性を
広げていくのが皆さんの力。個
性を生かして地域を盛り上げて
いこう。」と生徒を励ましまし
た。田中
健登さん
は「ＪＲ
が地域創
生事業と
して地域
と密接に
関係して
いること
がわかっ
た。」西
村由奈さ
んは「地

行 われ 、人 権擁 護委
員 の近 藤和 雄氏 が日
頃 の活 動の 様子 や相
手 を思 いや る心 の大
切 さに つい て講 話し
ま した 。工 藤伊 織さ
ん （２ 年） は「 ネッ
ト を使 うと きは ルー
ル や時 間を 守り トラ
ブ ルに 巻き 込ま れな
い よう 上手 に関 わっ
て いき たい 。」 金覇
亜 人さ ん（ １年 ）は
「 クラ スで いじ めが
起 きな いよ うに 気を
配って生活したい。」
と話しました。

琴丘中で行われたＪＲ出前授
業ではＪＲ、地元どちらにもメ
リットがある面白い企画がたく
さん考案されました。机上で終
わることなく実際に実現できた
らいいのになあと感じました。

にあんこやリンゴジャム、カス
タードクリーム等を挟んで完成
させました。試食タイムでは出
来たてのどら焼きを美味しそう
に食べていました。岡本聖華さ
んは「家でおやつ作りはしてい
るがどら焼きは初めて作った。
出来たてのどら焼きはとても美
味しかった。冬
休みに家で作っ
てみたい。」大
山心愛さんは
「皮を焼くとき
に形を整えるの
が難しかった。
リンゴジャムが
気になったので
試食してみたら
美味しかった。」
と話しました。

を 考え「 正し い知 識
で賢く使いこなそう。」
琴丘中学校 と まとめ まし た。
続いて 人権 教室 が
琴 丘中 学校 でス マ
ホ・ 携帯 安全 教室 が
開催 され ＫＤ ＤＩ 職
員が 講話 しま した 。
スマ ホや 携帯 は便 利
だが 誹謗 中傷 によ る
トラ ブル やネ ット 依
存な ど動 画を 見せ な
がら 使い 方を 間違 う
と大 変な こと にな る
例が 示さ れま した 。
その 後生 徒と 一緒 に
トラ ブル を防 ぐ方 法

域の魅力とＪＲの事業例を掛け
合わせたアイディアがたくさん
あって面白かった。自分たちに
もできることがあるかもしれな
いと感じた。」と話しました。

琴丘小学校

琴丘小６年生はＪＡ食農学習
として琴丘産の米粉を使ったど
ら焼き作りに挑戦しました。講
師は琴丘在住の崎山浩美さんと
工藤聖美さんが担当しました。
米粉に砂糖や蜂蜜、卵等を入れ
てかき混ぜ生地を作りホットプ
レートで適
量ずつ焼い
ていきまし
た。最初は
難しそうで
したが次第
に焼き方に
も慣れ丸い
形に焼き上
げることが
できました。
焼き上がっ
た生地の間

mitane town

湖北小学校
この度、鵜川保育
園でお茶会が行われ
湖北小１年生が年長
児からおもてなしを
受けました。
歩き方や座り方、
挨拶など基本的な作
法の練習をしてから
今日のお菓子をいた
だきました。「お茶
をどうぞ」「いただ
きます」次に園児が

広報 みたね
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