日㈯、３年ぶりとなる第

回あした

待ちに待った納涼まつり

７月

40

倍くらい

1.5

ｍ位火柱を吹き上げる花火です。最後

●あしたか納涼まつり 

P４・５

●自分の足元に目を向けて 

P６

●ふれあい 

P７

●父親ソフトボール大会 

P８



P２・３

（留場）

秋から始めるプランター菜園

でした。

の中、物怖じせず最後まで抱え込む姿は圧巻

に爆音とともに燃え尽きます。噴出する火花

がら

１ｍ程の竹筒に火薬を充填し、人が抱えな

に多くなり、皆さんの期待が伺えます。

た。開始時間ともなると、観客は

御協力にて放揚され、疫病退散を祈願しまし

県東部地区に代表される柿田川煙火保存会の

今納涼まつりの目玉でもある手筒花火は、

ンパクトに開催されました。

大防止に向けた取り組みで実施し、規模もコ

過ぎる（酷暑？）中開催され、コロナ感染拡

か納涼まつりが開催されました。当日は好天

23

●若鷹たちの熱い夏2022 

TEL 055-966-5301
（愛鷹地区センター）

愛鷹地区コミュニティ推進委員会
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若鷹たちの

☆吹奏楽
県吹奏楽コンクール
東部大会 銀賞

☆卓球 女子
団体戦
市内大会 第３位
個人戦
３年生
市内大会 準優勝
県大会出場

☆卓球 男子
団体戦
市内大会 第３位
個人戦
２年生
市内大会 準優勝
県大会出場

☆サッカー
市内大会 準優勝
県大会出場

☆バスケット 女子
市内大会 準優勝
県大会出場

☆ソフトテニス 男子
☆バレーボール 女子
市内大会 第３位
個人戦
３年生・２年生ペア
市内大会 準優勝
県大会出場
☆ソフトテニス 女子
団体戦
市内大会 優勝
県大会 第５位
個人戦
３年生ペア
市内大会 優勝
県大会 準優勝
東海大会出場
３年生ペア
市内大会 準優勝
県大会出場
３年生ペア
市内大会 第８位
県大会出場
☆剣道 女子
個人戦
３年生
市内大会 準優勝
県大会出場
☆ソフトボール
市内大会 第３位

５月13日（金）14日（土）15日（日）
２年生
５月10日（火）11日（水）12日（木）
３年生

朝霧野外活動センター
奈良・京都

自然教室
修学旅行

～愛鷹中＊中体連の記録～
小中規模校の部 総合優勝

今年の３年生はコロナ禍のため２ヶ月遅れ
の入学式という、今まで誰も経験したことの
ないスタートでした。
練習も思うように出来ない状態のまま、こ
の日を迎えました。不安な日々の中、３年間
積み重ねてきた活動の成果を発揮し、素晴ら
しい戦績を残してくれました。
どの生徒たちも中体連を経て、悔しかった
気持ちや嬉しい気持ちがあったと思います。
新たな目標に向けてあきらめない気持ちを
大切に、頑張り続けて欲しいです。
（伊藤・木内）

3年ぶり
中学生になって初めてだった
ので、友達と巡れて、色々と
あったので、楽しかったです
ただ、やきとり目当てで来た
ので、なかったのが悲しかっ
たです〈中３〉

あ し た か 納 涼 まつり
7 月 23 日
（土）

感染防止対策

子供たちを主体とした昼間の部

コロナ第７波の中、そして猛暑
の中、役員及び各諸団体関係者
の対応で開催することができあ
りがとうございました
来年には例年通りの開催ができる
ことを願います〈実行委員〉

愛鷹中学校PTAによる菓子、ジュースの販売では、暑さも手伝って売れ行き
は好調のようでした。他にも体育委員会、エコ推進部、健やか会などが出店し
ていました。
幼児、小学生を対象とした、チャレンジコーナーでは輪投げ、射的で子供たち
は大変喜んでいました。
また最近流行りの“フィンランド生まれのモルック”も体験できるように開催
され低学年から高学年まで幅広く楽しんでいました。
☆チャレンジコーナー
友達と巡ったのが初めて
だったので、とても楽し
かったです〈小４〉

☆体育委員会出店
３年ぶりとあって、お陰
様で沢山お客さんが来て
くれました〈担当〉

☆モルック
いっぱい倒れて楽しかった〈年中〉
ここに来て初めてのイベントなの
で、とても楽しみにしていました
〈保護者〉

皆で楽しんだ夜の部
地元和太鼓集団“愛鷹太鼓”登場

力強く一糸乱れぬ演舞で観衆の

視線を釘付けにし、最後は観衆とのコラボレーション演奏体験で盛
り上りました。
そして納涼まつりと言ったらの“盆踊り”も催されました。来場者
に参加を呼びかけ輪になり盆踊りが始まり、風情ある浴衣姿で参加
される方もいて、見学者も夏が満喫できました。（留場・田代）

楽しかった
４個倒せた〈小２〉
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41

環境委員長を務めています。

や看板が目に入れば、ポイ捨

春休みが終わり、毎日祖母

てしようとしている人は踏み

れているかを知らないのです。
と散歩することはできなく

いからです。実際に「ポイ捨

人は興味のないものは目に
なってしまいましたが、その

てされたゴミの量を調査して

一緒に散歩について行きまし
映りにくいです。私も、祖母
分委員会での取り組みに力を

とどまってくれるかもしれま

た。祖母は背中を悪くしてい
と一緒にゴミ拾いを始めるま
入れています。

いる」と回答した市区町村は

ペットボトルや空き瓶をは
るので、やはりゴミを拾うの
では、こんなにポイ捨てされ
その一つとして、外国のポ

せん。また、地域の人から見

じめ、中身の入ったコンビニ
も運ぶのも大変そうでした。
ているとは思ってもいません
イ捨て対策の紹介や３Ｒにつ

わずか全体の約十パーセント

弁当、中にたくさんタバコが
ある時、私は「どうしてそ
でした。この関心の無さこそ

れば、今まで気付かなかった

皆さんは、道に捨てられて

詰められたコーヒー缶など、
んなに大変な思いをしてまで
が、ポイ捨てしやすい環境を

しかおらず、残りの約九十パー

いるゴミに意識を向けたこと

ありとあらゆる場所にいろい
ゴミを拾うの？」と聞きまし

セントは自分達の住んでいる

正直に言うと、私はありま
ろなものが捨てられており、
た。祖母は、

けとなるでしょう。私は現在、

せんでした。テレビなどでポ
中にはゴミを袋に詰めて丸ご
いてなど、環境に関する情報

足元のゴミに目を向けるきっか

イ捨てに関する特集やニュー
と捨ててあるものもありまし
作っているのではないでしょ

地域にどれだけゴミが捨てら

スを見かけると「なんでそん
「ここは元々自然豊かで緑の

愛鷹中学校 ３年 田村

なことをするんだろう」と思
た。

ゴミ拾いを始めたことでした。

し前から祖母が散歩ついでに

を持ち始めたきっかけは、少

そんな私がポイ捨てに関心

えるゴミに出しちゃえばいい

「汚いからやめなよ、全部燃

とつ洗い始めました。

スチック容器などをひとつひ

袋を開けて、汚れているプラ

いながら家に帰ると、祖母は

私もゴミ袋を持つのを手伝

とに気がついて、恥ずかしく

この地域に関心が無かったこ

思うよりもずっと自分の住む

それを聞いて、私は自分で

と答えました。

ぬふりはできなかったから」

ミで汚されているのを見て見

綺麗な場所なのに、それがゴ

ます。つまり、罪悪感がある

している」という自覚があり

てする人は「いけないことを

先ほど述べたように、ポイ捨

くせるのかを考えていました。

のようにしたらポイ捨てを無

私は散歩をしている間、ど

うか。

校から環境への関心を高めら

まずは、私の通う愛鷹中学

ます。

いを持ってほしいと考えてい

知り、環境を守ろうとする思

して、ゴミの分別の大切さを

信しています。この活動を通

を、生徒会と連携しながら発

係のないことだと思っていた

私も春休みに入ったので、一
じゃん」と私は思わず声をか
れるようにこれからもがん

のです。

緒に祖母の散歩について行く
のです。

しまったのを見て、私はかな

持ちの袋がいっぱいになって

歩き始めてすぐに祖母の手

でしなければならないのだろ

私は、どうして祖母がそこま

に出せるから」と言いました。

んと洗えばプラスチックゴミ

「そうしたら楽だけど、ちゃ

ではなぜポイ捨てをしてし

判的な意識を持っています。

イ捨てをする人に対しては批

為だと理解しており、他のポ

どは、ポイ捨てをいけない行

ポイ捨てを行う人のほとん
もし小さい子供が口に入れ

イ捨て。
てしまったら？
もし火が消し切れていなく
このように、想像しやすい

火事が起きてしまったら？
身近な事例を用いたポスター

ばっていきます。

なりました。

りびっくりしました。去年の
う、となんだか納得できない

ことにしたのです。

夏休みも一緒に散歩に行った
気持ちになりました。
それは周りが誰も見ていな

まうのでしょうか。

のですが、こんなにゴミが落
それから春休みの間、私は

ちていた記憶は無かったから

です。

うれしい報告!!
今年２月、愛鷹中卒業生の
佐藤雄太さん（誠恵高校２年）
が、駅近くで困っている様子の
代女性を見つけ「娘を探し
ている」というので約１時間一
で警察に連絡、無事保護して

緒に探し、見つからなかったの

など、日常生活でできないこ

もらいました。佐藤さんは３

ができなくなる

４．計画を立てたり、段取り

きない

３．見えない仕組みが理解で

認知症サポーター養成講座
認知症はいろいろな原因で
脳細胞が死んでしまったり、
働きが悪くなったりして、生
活に支障が出る状態を言い、
誰にでも起こりうる病気です。

とが増えてきます。

ぼ５人に一人、約７００万人

きないことの見極めが大事で

けではなく、できることとで

しかし「何もできない」わ

うになったら、まずは早めに

養成講座を受講していて、そ

歳以上のほ

の方が認知症になると予想さ

す。また、感情やプライドが

こで学んだことが役に立った

２０２５年には

れており（２０１５年厚労省

専門のお医者さん（心療内科・

としたら、大変うれしいこと

月に警察より表彰されました。

予測）
、そのような方に接する

無くなるわけではありません。

物忘れ外来など）やかかりつ

対象にした認知症サポーター

地区社協の愛鷹中１年生を

ことが近年多くなってきてい

＝周りの人の３つの心得＝

ます。

です。
医療機関に抵抗のあるとき

こ３年ほど開催できていませ

（３つの“ない”）
１．驚かせない

は、地域包括支援センター・

認知症を正しく理解し、地
域で温かく支える応援者を増

２．急がせない

この講座は、コロナ禍でこ

やすことを目的に、福祉委員

んが、再開できるよう進めて
います。

市長寿福祉課・市保健センター

つけず、さりげなく自然に手

などに相談してください。

３．自尊心を傷つけない
このようなかかわり方が大

を対象として「認知症サポー
ター養成講座」を毎年開催し

事です。認知症だからと決め
助けすることが一番の支援で

認知症の方を支えるいろいろな支援

日

㈬に、あしたか地域包括支援

ています。今年は、７月

センターより講師を招き、開

す。

＝早期相談・早期診断・
治療が大切＝

催しました。今回その一部を
紹介します。

＝認知症の症状＝

原因によっては早めに治療
すれば治る場合もあり、治ら

１．記憶の抜け落ち
時刻・日付・場所の認識や

なくても薬などで進行を遅く

と疑われる症状が見られるよ

ります。自分や家族に認知症

することができる可能性があ

人との関係性などが判らな
くなってくる
がかかる

〔沼津市〕
☆認知症高齢者保護情報共有サービス
見守りシールの交付
〔愛鷹地区〕
☆あしたカフェ 地区センター
あしたか地域包括支援センターに
よる認知症に関する講座や相談会
（毎月最終土曜日午後１時30分から）
☆お寺de介護カフェ 光厳寺
介護経験のある住職がお話を聞い
てくれます
（毎月28日午後１時から）

愛鷹地区
社協だより

ふ れ あ い

80
け医に相談しましょう。

65

２．考えをまとめるのに時間

☎あしたか地域包括支援センター
０５５-９６７-２９８８
市長寿福祉課
０５５-９３４-４８６５
市保健センター
０５５-９５１-３４８０

13
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66
No.

支え合う人と人
地域で育む思いやりの心・福祉の心

例えばタバコの吸い殻のポ

けました。しかし祖母は、

はありますか？

いつつも、どこか自分には関

莉瑚

６月 日㈯、市民文化センターにて中学生によ
る令和４年度 第 回沼津市わたしの主張大会が開
催されました。愛鷹中生の「主張」を紹介します。
11

自分の足元に目を向けて

第236号
令和４年10月１日
令和４年10月１日
第236号

7

第 回
静岡県父親ソフトボール大会
沼津地区大会〈３位入賞〉
～この夏の忘れ物～
夏の盛りの７月下旬、今年

るもので、愛鷹校区チームは

会への出場権をかけて争われ

の選抜メンバーによって県大

た。この大会は、各小学校区

を抑えればという５回裏、県

４点差リードで終盤へ。ここ

ラン。その後追加点を上げ、

１回表、先制のソロホーム

リベンジ試合となりました。

も沼津地区大会が行われまし

年ほど県大会へ出場で

齋藤敏コーチ（西椎路）のも

木原寛監督（つばきヶ丘）
、
あれよと同点に追いつかれ、

ムの底力でしょうか。あれよ

うとしたその刹那、片浜チー

１回戦・２回戦と危なげな

来年は今年のお土産を糧にし

の皆さん、お疲れ様でした。

秋から始めるプランター菜園
ベビーリーフ

掲示板

愛鷹地区体育大会
月２日㈰午前８時～
（雨天中止）
愛鷹小学校グラウンド

コミュニティまつり
月５日㈯
（予備日）６日㈰
地区センター・
あしたか
コミュニティ広場

交通安全凧づくり凧あげ大会
月 日㈯
午前９時 分～
地区センター大会議室



ここ

と、２ヶ月前から練習を開始

最後打ち取ったと思われた打

大会出場が現実のものになろ

し、大会へ向けて調子を上げ

球が内野のすき間を抜け逆転

く勝ち上がり、翌週の準決勝

て、この夏大岡市民運動場に

ふれあい夢コンサート
月３日㈯ 午後１時～
地区センター大会議室

愛鷹地区バレーボール大会
月 日㈰
午前８時 分～
愛鷹小学校体育館

30

30

きていません。

ていきました。

サヨナラ負け。勝負事の厳し
さ、難しさ。最後の最後まで

日㈰、雨天順延もあ

りこの日から大会がスタートし

何が起こるか分からない勝負

７月
ました。会場は今沢小学校。気

の不思議、非情。この夏の大

に駒を進めました。いよいよ

おいてきてしまった忘れ物を

監督、コーチを始め、選手

きなお土産となりました。

度を越える中、地域の皆

温
さんの温かい声援をいただき、

県大会出場まであと１勝とい

皆で取りに行きましょう。

選手の快進撃が始まります。

うところまで来ました。

最後に、２週間にわたり熱
い応援をいただきました地域

30

20

スーパーなどで販売され
ているベビーリーフ。簡単
に栽培できるため初心者で
も充分に楽しめます。
◦発芽まで３～５日
◦収穫まで ～ 日
☆種まき
種をまく前
に土には充分
水をやって湿
らせておきま
す。まき溝を
作りパラパラ
とまきます。
まき終えたら軽く土をかけ、
種が流れないように注意しな
がら霧吹きで水をかけます。
☆収穫
種まき後、草丈が ㎝く
らいになったらハサミを
使って収穫です。根元を残
すと新しい葉がまた生えて
くるので２～３回繰り返し
収穫できます。
☆楽しみ方いろいろ
室内でも栽培できますの
で、お気に入りの鉢を見つ
けて楽しんでみてはいかが
（木村）
でしょうか。

19

27

地域防災訓練
月４日㈰

夢倶楽部セピアコンサート
月 日㈯午後１時～
地区センター大会議室

※予定は変更される場合があります

17

日㈰、会場を大岡市

民運動場に移して、準決勝の

の皆様に心より御礼申し上げ

７月

戦いへ。相手は昨年惜しくも

（田中）

ます。

10

11

11

11

12

12

12

24
31

種

まき溝

53

10

30

敗れている片浜校区チーム。

25
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第236号
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令和四年度十月号

あしたかニュース編集委員

集

後

記

鈴木 正伸（編集委員長）
石井いづみ（副委員長）
江本 文子（
〃 ）
【二班編集委員】
向坂 賢一（小屋敷）
留場 克彦（中尾）
木村 千秋（堤山）
田代久美子（東原）
小澤 一之（環境美化）
伊藤 理沙（中学校ＰＴＡ）
木内郁奈子（
〃
）
田中 一正（体育）
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あしたかニュース十月号は、
コミュニティ行事として『あ
したか納涼まつり』
・中学校で
は『中体連』がメインとなり
ます。コロナ禍（第七波）の
中コロナ対策をシッカリ行い
ながら開催していただいた関
係者の努力にただただ感謝し
ます。
（掲載記事が有って良
かった）少しずつですが行事
が再開され通常の生活に戻っ
てくれると良いですね。
短期間で記事を作成・編集
した我々編集委員の汗の結晶
をお楽しみ下さい。 （向坂）






