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 青少年健全育成推進協議会(中島一繁会長)主催の書初め展は、沢田小学生を対象に募集

し、１月１５日に審査会が行われました。審査の結果、各学年から金賞・銀賞各 1 点、全

学年を通じて、会長特別賞３点が選ばれました。 

 応募作品の課題は、１年生が「たのしいたこあげ」２年生が「大きなぼたん雪」３年生

が「とら年」４年生が「美しい光」５年生が「春の足音」６年生が「冬の祭典」を一文字一

文字丁寧に心をこめて書かれています。 

 全作品は、２月２８日まで沢田自治セ

ンタ－体育館のステ－ジに展示してあり

ますので、小学生の力作をご覧ください。 
賞・学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

金   賞 松山心春 熊谷芽生 佐川 遼 郷 結楠 郷  至 髙木星衣奈 

銀   賞 野崎想桜 郷 柚月 三瓶詩奈  佐川慶多 佐川想真 江尻瑛亮 

会長特別賞 １年生 三瓶翔生 ５年生 水野谷妃菜   ６年生 佐川結稟 

 

  
 

 

沢田小学校は、明治６年７月、沢井村、赤

羽村、新屋敷村、外槇村の一部を学区とし

て宝海寺(根宿)に児童数 42 人で開校しま

した。 

 その後、明治 12年に教育令の施行により、

翌 13 年から分立し、沢井村に沢井小学校

(宝海寺)、赤羽村に赤羽小学校(東光寺)、

新屋敷村に新屋敷小学校(地蔵堂、現在は火災

により焼失)の 3つの学校が置かれました。明

治 19年には小学校に高等科が置かれ、翌 20

年には、それぞれの小学校が石川高等尋常

小学校の分教場となりました。さらに明治

22年に３つの村が合併して、沢田村となっ

たことで、3校が 10年ぶりに統合、沢田村

立沢田尋常小学校として、校舎は、最初に

開校した宝海寺で児童数 80人でした。 

 その後、大正 10年には、再び高等科が設

置され、沢田尋常高等小学校に、戦時中の

昭和 16年には、沢田村立沢田国民学校、戦

後の昭和 22 年 4 月に沢田村立沢田小学校

となり、昭和 30年の町村合併により石川町

立沢田小学校となり現在に至っています。 

 卒業生は、明治 22年以前の卒業生台帳に

記載はありませんが、昭和 33年 5月時点で

の在籍児童数は最も多い 626 人の時もある

など、明治・大正・昭和・平成・令和の 148

年間に約 6,500 人の卒業生を輩出してまい

りました。 

 こうしたなか、本年 3 月末をもって閉校

するにあたり、沢田小学校閉校事業実行委

員会では、沢田小学校の優れた伝統と輝か

しい業績を後世に残すため、3つの部会(式

典部会、記念事業部会、記念誌部会)を組織

し、各事業を協議していますので、その内

容をお知らせします。 

 式典部会では、新型コロナウイルス感染

防止のため、閉校式典を最小限の出席者に

より 3月 23日(水)に開催する予定です。 

 記念事業部会では、記念碑の建立、在校

生 49 名によるタイムカプセル事業、「あり

がとう沢田小学校」を表記した横断幕を小

学校校舎に設置する予定です。 

 記念誌部会では、閉校記念誌を発行し、

全戸に配布する予定で編集作業を進めてい

ます。なお、自治センタ－だより 3 月号で

もお知らせします。 

沢田自治センターだより 

 

 

 沢田地区書初め展   
 

沢田小学校の歴史と閉校事業実行委員会報告     



ピンポン体操 どんど焼き 

 

 

白鳥の会は、新型コロナウイルス感染症のまん延により、活動を中止していましたが、昨 

年 12月 23日、運営委員の皆さんが利用者宅を訪問し、花と菓子を届けました。 

利用者からは、コロナに注意しながら実施してほしいという希望もありますが、3月の事 

業実施については、2月下旬に役員会を開催し、実施の可否を判断することとなりました。 

 コロナ禍で先が見通せないなか、お互いを支え合って、助け合いながら困難を乗り越え

ていきましょう。 

 

 

  

 1 月 15 日、沢田自治センタ－において、家庭教育学級の

ひとつとして親子そば打ち体験教室を開催しました。 

新型コロナウイルス感染症対策をしっかり行い、児童と

保護者合わせて 25名が清野宏さんの指導のもとそば打ちを

体験しました。 

 参加者は、エプロン、バンダナ、マスクを着用し、親子で力を合わせ、そば粉をねり、

めん棒で均等に伸ばし、そば切り包丁で切り、美味しいそばを完成させました。 

 そばゆでは、清野すい子さんと吉田節子さんが担当し、出来上がったそばをみんなで  

食して、感想発表を行うなど楽しい 1日を過ごしました。 

 

   
 

沢田地区青少年健全育成

推進協議会 (中島一繁会

長)主催のどんど焼きが 1

月 8日に行われました。好

天に恵まれ、134世帯の参加がありました。 

 

昨年末より毎週金曜日の

午後 2 時から“ピンポン

体操”が始まりました。 

体操とピンポンを楽しむサークルです。興

味のある方は是非参加してみてください。 

 

【２月の行事予定】            (会場:沢田自治センタ－) １月２５日現在 

日 曜    行  事  名 日 曜   行  事  名 

2 水 囲碁教室 9:00 ヨガ 10:00 沢田太極拳 13:30 15 火 書道教室 13:30 白鳥の会役員会 18：30 

3 木 石陽吟詠会 19:00 ヨガ教室 19:30 16 水 囲碁教室 9:00 ヨガ 10:00 沢田太極拳 13:30 

4 金 ヨガ教室 10:00  ピンポン・体操 14:00 17 木 石陽吟詠会 19:00 ヨガ教室 19:30 

5 土 石川 BBC(ミニバスケ) 8:00 18 金 ヨガ教室 10:00 ピンポン・体操 14:00 

7 月 フラダンス教室 13:30 19 土 石川 BBC(ミニバスケ) 8:00 

8 火 
あぶくま句会 13:00 書道教室 13:30 

華の会 18:00 
21 月 フラダンス教室 13:30 

9 水 囲碁教室 9:00 ヨガ 10:00 沢田太極拳 13:30 23 水 ヨガ 10:00 

10 木 石陽吟詠会 19:00 ヨガ教室 19:30 24 木 石陽吟詠会 19:00 ヨガ教室 19:30 

11 金 石川 BBC(ミニバスケ) 8:00 25 金 
ヨガ教室 10:00  ピンポン・体操 14:00 

交通安全母の会役員会 18:30 
 

 

「向こう三軒両隣」  〝困った時はお互いさま″の 

               「助け合い」ができる地域をめざしましょう！ 

親子そば打ち体験教室 

    
 

白鳥の会活動 
 


