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内部っ子はげまし隊の行動指針
平成 21年 2月 18日 (結成 6年)

｀
〔めざすもの〕

1、内部っ子の喜ぶ顔を`おもい浮かべながら、遊び心で、楽しくやる。

2、 出動については、都合のつく方 『この指とまれ』方式で行う。長続きがで
きて、皆で気軽に、楽しく集う。

3 メンバーの中からいろんな特技を学びあい、生涯学習を体験する。

4、内部っ子を 「はげましながら」、 「はげまされ」鋭気を養う。

5、子どもに体で学ぶ学習 !(草 を刈るのも)の 機会をつくる。

6、 よろずや ・べんりや ・身軽にやる。

〔行動〕

1、鯉のぼりの設置 (内部川、矢矧橋の両側と内部X/1 学ヽ校東側フェンス)

2、野菜づくり。幼稚園 ・保育園の応援。

3、やきいも祭りとその準備。

4、内部東小学校の北山の整備。

5、凧作りと凧揚げ大会。

6、学校の本の剪定 (内部小学校 ・内部東小学校)

7、遊具のペンキ塗り

8、 「内部っ子」との交流など。 「昔の暮らし」 「戦争体験」などの講師。

9、その他、各学校 ・園からの要請に応じて行動する。



2月 18日 (月)

3月12日 (水)

用降厄え 2 0杢 F歴 菱 司罫錯饉ノ可壕罫幸反響野

隊結成満 5周年総会6昼 の総会。 「もう少し、子どもと接触
する時間を取ると良い」との貴重な意見有り。22名 出席。
鯉の点検。取り付け回の改善とヒモの点検。要修理 6、特大
7・大 140中 17で 合計 38匹 東小学校に8匹。矢矧橋の
鯉の必要数は34匹 で、残り4匹になる。 10名 参加。
矢矧橋のペンキ塗り。ささくれ落としと東側のペンキ塗り。
濃紺 ・黄 ・赤の三色。幼稚園のママさん3人応援。 16名 。

・

西側のペンキ塗りと仕上げ。 13名 参加。延べ 29人 参加。
滑車とワイヤすの点検6ワ イヤーと竹の部分の固定 (ワイ■に
針金を固定させ、竹の部分に固定する)。 8名参加。
矢矧橋の鯉のぼり滑草とワイヤー張り。この方式が2年 目。
今回で、ほぼ完成に近づいた。 11名 参加。
社協から 「鯉」を購入。人形に勢玉より、12匹で60,00o円。
内部H/1 学ヽ校の 「鯉のぼり設置」の準備。4人参加。
鯉のぼりの為に、内部川に生えている木を切る。2名参加。
矢矧橋の東西に鯉を泳がせた。東西17匹と橋のたもとに14匹
内部東小学校にワイヤーで 8匹。合計 56匹 。 23名 参加。
終了後バーベキュー22名 。早速、メンテナンス。 3名参加
強風で矢矧橋東西17匹と内部東小学校のメンテナンスを行う。矢矧
橋東側 4匹 ステン針金の切れ3と スナップのはづれ 1匹。破
れ 1匹。 4名参加。 2時間かかった:鯉 4匹 は無事川で発見
3回 目のメンサンス。矢矧橋東西 1匹不明。2匹破れ。雨のなか
「鯉」の取り外し。強風注意報が出た時は事前に撤収する事
を申し合わせ。3名参加
橋と東小の 「鯉」の取り付け。 4人参加。
4回 目のメンテナンス。 1匹破れ。 2匹 ステン針金切れ。 4名参加
強風注意報が出たので、取り外し。2名参加。
5回 目のメンサンス。 「鯉」の取りつけ。ステン針金切れを無く
すために全部2重 の針金に切り替え。4名参加。
人形に勢玉に、泳いでいる鯉の写真を送る。
6回 ロメンサンス。尾っぽが巻きつく。山風に悩まされ。 3名。
鯉のぼり撤去。今年も楽しんいる人が多かった。今シーズンで鯉‐

の行方不明 1匹。破れ5匹。幼稚園のママさんより取材を受
ける。後半はメンテナンスは無からた。 11名 参加。
内部東小学校の展望台の机 :椅子のペンキ塗り:創 立25周年
を迎えるにあたって、足跡を残せた。9名参加g

幼稚園の腐葉土かたづけ6軽 トラック1杯分、2名参加。
幼稚園のキューイの剪定と受粉作業。 1名。
焼き芋の場所の草刈。 1名6
内部東小学校の 「つっじ」の剪定8 PTAの メンバーが伐採
を集めてくれた。 14名 参加。
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隊員加藤末男さん主催でさつま芋の植付けを保育園児が行う
お手伝いに。当初は 3日だったが雨で延期。 11名 参加。
幼稚園のタマネギ ・ジャガイをお越し。 3名参加。
幼稚園の畑の上お越しとマルチかけ。2名参加。
幼稚園のさつま芋植え付け。 270本 。当初は12日だったが雨
の為に延期になったが 12名 参加。内部小学校に選定も行う
幼稚園のコスモス畑の土お越し。 1名。
内部小学校の 「つつじ。さつき」の剪定。心配された雨も上
がり、皆んな慣れた手つきで仕事がはかどる。 16名 参加。
内部小学校の松の木が気になり、剪定を行う。雲さんを中心
に延べ 4日間で延べ人数 6人参加。
内部川探検の準備としての草刈りと焼き芋場所の草刈り。

・

早朝 3名参加。
内部川探検に社協から子どもの警護の要請有り。 7名参加。
有竹さんの田んぼのわら集め。27日に田刈りが有り、緊急連
絡をする。 12名 参加。保育園よリブルーシート借りている。
焼き芋燃料 「しば」集め。東小。軽 トラ3杯分。26日予定が
雨になるおそれ有り、前日行う。 7名参加。
ディーキヤンプ準備。現地にて8紙 鉄砲の材料取り。2名。
お月見コンサート会場への飾りつけに竹とススキ取り。東小の近
く。 15時からは2 1名参力日。
内部小学校内の本の剪定作業を行う。雲隊員の講師で教えて
もらいながら行った。 4年生 4組が、かわるがわる午前中、
いっぱい落ちた木の始末をしてくれた。 18名 参加。
矢矧橋の橋脚の壊れにコンクリートで補強。3名参加。
ディーキャンプ準備。丸太切りの準備。 7名参加。
ディーキャンプ準備。丸太切りの土台づくり。 7名 参加。
内部東小学校物作り教室開催の準備。竹切り。PTA役 員と教
師に作り方を教える。10時から14時まで何とか学んだ。皆ん
な真剣な表情だった。21名 参加。
ディーキャンプ開催。ペンダントと紙鉄砲作りを教える。そ
の後丸太切り。優勝 ・準優勝に竹とんぼを贈る。お昼にカレ
ーを御馳走になる。 10名 参加。
焼き芋の場所の草刈 り。 3名参加。
幼稚園のいもほり。畑で園児が掘った。準備につる切り。
収穫は良かった615名 参加。
渡辺さんが幼稚園の畑の土お越しと畝作り。
保育園のいもはり。隊員の加藤さんが苗から手間隙かけて、
無償で提供。大きな芋に園児たちは目の色変えて掘った。
17名 参加。
内部東小学校物作り教室開催。生徒 300人に竹ボックリ0紙鉄砲
かえる・竹とんぼ ・連凧 。とんぼ ・ベンダントケロケロおもちゃ作り
を教える。作った物で遊ぶ時間が多かった。年々物を作るの
が上手になった。 22名 参加。
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内部幼稚園の焼き芋祭り。元気な歓声が。何回も 「ありがと
う」言ってくれた児童あり。終了後バTベ キューを行う。歌
まで飛び出し楽しかった。東川満さん初参加。特別に東川浩
二さん参加された。22名 参加。灰の後始末を坂田さんが行
ってくれた。後で聞いた事だが、バーベキューの道具かたず
けとが重なり大変だった。皆でやればよかったち
渡辺さんが幼稚園のコスモス畑の上お越し。
タマネギ400株 植えの手伝い。 5名参加。
内部保育園の焼き芋祭り。風が強く 「焼き芋」の厳しい状況
だもたが、コンパネで囲いを作り、坂田さんのひもとアング
で固定:何 とか出来た。 14名 参加。
幼稚園の腐葉土かたづけ。軽 トラック1杯分、 2名参加。
内部保育園の焼き芋祭り。 9名参加。その時、参加者全員に
手作りのリースをプレゼント。
渡辺さんが幼稚園のコスモス畑の土お越し。2回 目
内部東小学校 「学習の森」の枯れ松を伐採する。多くの木が
松くい虫にやられている。 9名参加。
内部保育園へ連凧づくりの教室を開催。2名参加。41名分
内部保育園の凧あげのお手伝い。3名参加。
内部保育園のテラスのライン塗りも 5名参加。
2月 8日の凧上げ大会にむけて材料の購入。 1名参加。
内部東小学校の山の下草刈り。 15名 参加。
山の下草刈り 10名 参加。
山の下草刈り 12名 参加。 3日間小雪の舞う寒い日だった
凧上げ大会にむけて、こんぼいか凧づくり。今年も 「うつべ
町かど博物館」で行う:「 寿」の字を修三さんに書いてもら
った。良いできばえ。 5名参加。
NPO法 人こどもスペース四日市から 「餅つき」の応援の依
頼があり4名参加。
内部小学校 6年生の 「戦争を語る」事業に4人が講師で招か
れる。 「内容の濃い授業だった」と生徒からも先生からも評
価を受ける。 5名参加。
内部幼稚園の 「キュウイ」の剪定と枝結び。
こんぼいか凧を試し揚げ。風はよく吹いて安定 して上がった
素晴らしい凧だ。 2名参加。
内部東小学校 3年生の総合学習 「昔の暮らしを語る」の学習
に講師として招かれる。稲こぎ分別の実演。 3人参加。
子育て支援の一貫として 「凧上げ大会」と 「餅つき大会」と
併せて行う。 80人 以上の参加。強風で連凧が切れ電柱へ。
大きい行灯凧壊れる。修理可能。楽しかった。 17名 参加。
内部東小学校で 「独楽まわし祭り」を行う。主催は社協でお
手伝い。大道芸人の武ちゃん来る。 1～ 3年生約324人 が見
学。運動場での演技は窓から生徒が覗いていた。黄色い歓声
がとどろいた。 12名 参加。
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