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楠 28 平成 29 年 3 月 22 日（水）

く す の き

今朝の校舎 卒業記念号 № 155 旅立ち

□杵築市立北杵築小学校 ■３月から４月の行事の確認（予定:案）

第１０７回卒業証書授与式 3 月 24 日（金）修了式（下校 11 時 40 分）

本日第１０７回の杵築市立北杵築小学校の卒業証書 25 日（土）杵築ライオンズ杯野球大会

授与式が、おだやかな春の香りに包まれて挙行できます 27 日（月）世界農業遺産作文コンクール

ことに心より御礼申し上げます。 表彰式（高田市役所：せいなさん）

本年度は 5 名（男子 2 名、女子 3 名）の卒業生が母校 30 日（木）職員離任式 10 時、下校 10 時 40 分

を巣立っていくことになります。 4 月 10 日（月）始業式 11 日（火）公立高校入学式

明治 43 年に第 1 回目の卒業生 61 名を送りだしてから 12 日（水）中学校入学式 13 日（木）小学校入学式

107 回目の卒業式となることに感慨も一入です。 14 日（金）幼稚園入園式

「北杵築小学校」としての卒業生は本日で、3170 号か 18 日（火）全国学力テスト（6 年）杵築市学力テスト（4 年）

ら 3174 号ではありますが、明治 43 年からの総数では本 20 日（木）歓迎遠足

日の本田さんで 5,934 号となります。北杵築の歴史の深 26 日（水）大分県学力テスト（5 年）

さであり、毎年毎年先輩達のたどった足跡を今年の 5 名 27 日（木） PTA 総会

も歴史に刻んだ日となりましたことに地域や保護者の皆 □卒業記念郵便ポストの紹介
さまに深く感謝いたします。 本年度の卒業生から学校に素敵な郵便ポストが寄贈さ

【歴代の卒業児童の状況】年次で表示 れました。別府市の竹内建具製作所に依頼して、釘を使

第 1 回卒業生：明治 43 年（男 32 名、女 29 名計 61 名） わずに天然木で作っていただきました。上蓋を開けると

第 2 回卒業生：明治 44 年（男 32 名、女 34 名計 66 名） 新聞と郵便物の 2 種類を入れるように仕切りを作ってい

第 3 回卒業生：大正元年（男 29 名、女 38 名計 67 名） ます。末永く使わせていただきます。

第 16 回卒業生：大正 14 年（男 45 名、女 42 名計 87 名）

第 17 回卒業生：昭和元年（男 36 名、女 34 名計 70 名）

第 40 回卒業生：昭和 24 年（男 66 名、女 39 名計 105 名）

第 50 回卒業生：昭和 34 年（男 65 名、女 58 名計 123 名）

第 60 回卒業生：昭和 44 年（男 26 名、女 22 名計 48 名）

第 70 回卒業生：昭和 54 年（男 13 名、女 24 名計 37 名）

第 80 回卒業生：平成元年（男 24 名、女 18 名計 42 名） ◆学校長式辞の概要
第 90 回卒業生：平成 11 年（男 8 名、女 3 名計 11 名） 式場には児童の育てたパンジーが卒業をお祝いする春のおだやかな佳

第 100 回卒業生：平成 21 年（男 5 名、女 7 名計 12 名） き日に、杵築市市民課課長河野雄二郎様、杵築市議会議員小春稔様はじ

第 106 回卒業生：平成 27 年（男 2 名、女 6 名計 8 名） め多くのご来賓の皆さまにご臨席を賜り平成 28 年度第 107 回卒業証書授

第 107 回卒業生：平成 28 年（男 2 名、女 3 名計 5 名） 与式が挙行できますことに感謝いたします。5 名の卒業生の皆さん並びに

☆以上卒業生の総計は本日で５，９５４名 保護者の皆さまには心よりお祝い申し上げます。証書には 6 年間の努力

【本日の日程】 と保護者や多くの方々の思いが込められています。5 名の人数でこの 1 年、

①在校生の練習開始９時００分、卒業生登校 児童会活動や行事、勉強、運動などリーダーとして全校を引っ張ってい

②在校生教室で入場準備９時３５分 ってくれました。運動会の活躍、なかよし発表会での修学旅行の学びの

③在校生入場完了９時４５分 発表など感動を与えました。目標「絆」心を一つに、視野を広げて、進

④保護者入場９時５０分 ⑤来賓入場９時５５分 んで行動にこの 1 年の全てが表わされています。児童会会長、赤組応援

⑥卒業生入場９時５７分 ⑦開式１０時００分 団長、野球部のたいせいさん、図書放送委員のゆきのさん、児童会長、

⑧閉式１１時２０分 ⑨見送り１１時５０分 社会科名人のりゅうせいさん、白組団長、保健体育委員長、剣道部のせ

【昨日 21 日の１・２時間目の総合練習風景】 いなさん、児童会議長、かるた名人、体操部のゆみかさん、新たな財産

を残してくれました。杵築市に住んでいた詩人工藤直子さんの詩集から

「いのしいぶんた」の生き様を贈ります。「ぼくの目標はまっすぐ走るこ

となのである」どんなことがあっても諦めずには走り続けることなのだ。

・・。目標を持ち怠ることなく、地道な努力をつづけていけば道は開け

ます。北杵築でやってきたことを自信と誇りにして頑張ってください。

保護者の皆さまには本校へのご支援ご協力に感謝いたします。終わりに

なりましたが、教育委員会を代表して出席いただきました杵築市教育委

いよいよ 22 日の卒業を迎えて 6 年生 5 名と在校生 33 員会社会教育課課長赤星勇二さまには心より感謝申し上げます。巣立ち

名が一つになって素晴らしい式をつくりあげるために最 ゆく 5 名の卒業生の未来が夢と希望で輝くことを願っています

終の練習を行いました。「絆と感動を伝えよう」 平成 29 年 3 月 22 日 杵築市立北杵築小学校校長 林 淳一郎

地域や保護者、卒

業生との絆になる

ポストです。大切

に使います。




