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稀府小学校はいつまでも皆様の心の中に… 

校 長  佐 藤   淳 

１８日（金）に卒業証書授与式を行い、最後の

卒業生８名に卒業証書を手渡しました。８名の卒

業生は、コロナ禍の２年間、いちばん不自由な思

いをした学年です。運動会は参加種目が減り、学

芸会は、前年度は中止になるなど、延期や中止に

よって、高学年として活躍する場が減ってしまっ

ていました。しかし、そんな中でも今年は、１年

生と仲よく遊んだり、行事やかしわ会、クラブな

どで中心となって活動したりして、学校のリーダーとして活躍しました。在校生にとって卒業式での

６年生の姿は、きっといつまでも心に残ると思います。８名には心から感謝するとともに、中学校で

の活躍を願っています。 

また、１～５年生には、本日修了証を渡しました。それぞれが、この１年間で多くのことを学び、

成長できました。１年生も見違えるくらいしっかりしてきています。４月からは、東小学校で新たに

たくさんの仲間と一緒に学習します。初めは、戸惑うことがあるかと思いますが、稀府小学校で学ん

だことを思い出して、自信をもって先頭に立って活躍することを期待しています。 

保護者・地域の皆様方には、これまで子どもたちを温かく見守り、励ましていただきましたことに

厚く感謝申し上げます。最後の２年間は、コロナ禍によりご来校いただく機会が減ってしまったこと

が何よりも残念でした。今年度は、少しでも子供たちに地域の皆様と関わる機会をもてるように、行

事や学習を行いました。その中でも特に、市澤様、高野様には３・４年生に稀府の歴史を語っていた

だけたことは、大変貴重な体験となりました。その成果を学芸会で披露できたことは、地域の皆様に

少しでも恩返しができたかなと思っております。３１日をもって、稀府小学校は、幕を閉じますが、

皆様の心の中には永遠に生き続けます。ぜひ、稀府の伝統と歴史を後世に伝えていっていただきたい

と思います。我々教職員も４月からそれぞれの新天地にまいります。稀府小学校で培った経験を次の

学校で生かすとともに、稀府小学校の伝統を他校にも広めていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４０年の長きにわたり、ご支援いただき、誠にありがとうございました！ 

か し わ 
＜学校教育目標＞ 

○心豊かな子ども    ○考え深い子ども 

○明るく元気な子ども  ○役立つ子ども 

○実行する子ども 

閉校までの最後の１年間、保護者・地域の皆様には大変お世話になりました。１年間だけ

の関わりの中で学校を閉じなければならなかったので、はじめは不安でいっぱいでした。し

かし、素晴らしい子供たちの頑張りと保護者・地域の皆様のご協力、教職員の一致団結した

取組のおかげで、子供たちに最後の思い出を残してあげることができました。本当はもっと

子供たちの成長を見守りたかったのですが叶わず、４月からは２年後に閉校する長和小学校

にまいります。稀府小学校での経験をもとに、長和小の子供たちにもたくさんの思い出を残

せるよう努力してまいります。１年間、誠にありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、お世話になりました 
佐藤  淳 校長先生（伊達市立長和小学校へ） 

小林 博幸 教頭先生（伊達市立伊達小学校へ） 

髙橋 瑞穂 先生  （壮瞥町立壮瞥小学校へ） 

甲谷  健 先生  （伊達市立東小学校へ） 

吉田 章人 先生  （伊達市立東小学校へ） 

田中  泉 先生  （洞爺湖町立とうや小学校へ） 

藤原 健一 先生  （洞爺湖町立洞爺湖温泉小学校へ） 

石澤 和美 先生  （退職） 

久保 洋一 先生  （登別市立幌別東小学校へ） 

山根香奈子 先生  （伊達市立東小学校へ） 

          （R４年度は海外派遣） 

関川 香織 先生  （伊達市立東小学校へ） 

          （R４年度は育児休業） 

大野きよみ 先生  （伊達市立大滝徳舜瞥学校へ） 

長尾 清人 事務主任（伊達市立星の丘小中学校へ） 

高橋 総多 業務職員（退職） 

岡垣 恵子 支援員 （伊達市立東小学校へ） 

後藤 房子 学習指導員（退職） 

最後の卒業式 ８名が巣立つ！ 

第 138回卒業証書授与式 
 

卒業生は、呼びかけの中で、「在校生の皆さん、

あいさつも歌声も稀府小の宝です。統合先の東小

学校でも大切にしてください。」と、在校生に最後

のメッセージを贈りました。 

▶ 春休み中の対応について （PCR 検査や抗原検査を受検した場合は、必ずご連絡ください。） 
・～３月３１日(木)  稀府小学校(☎２４－１１５２) 

  ４月 １日(金)～ 新２～６年生：東小学校(☎２３－２７３８) 

新中１：伊達中学校（☎２３－３０５５）、 

登別明日中等教育学校（☎０１４３－８５－０３５１） 
 

▶ (伊達中、東小) まちコミメールの登録について 

・東小学校、伊達中学校については、３月２５日から利用できるように登録をお願いします。 

 

▶ (東小) 学級編成発表、前日登校(新６年)、始業式について 

・学級編成発表は、４月６日（水）９：００～１２：００に東小の児童玄関に掲示されます。駐車場を利用

し、くれぐれも路上駐車をしないようご注意ください。まちコミでも学年ごとにお知らせします。 

・新６年生のみ前日登校があります。スクールバスが運行されます。バス時刻はまちコミでお知らせします。 

・始業式は、４月７日（木）です。スクールバスについては、別紙をご覧ください。 

＊学年や曜日によって下校時刻が異なりますので、配付済みの４月行事予定でご確認ください。 

たくさんの  

夢を 友達を 

  ありがとう！ 

140 年の歴史に感謝 



 

小林 博幸 教頭先生 
稀府小の元気で真っ直ぐな子供た

ちが大好きでした。振り返ってみる

と、コロナ禍ではありましたが、子供

たちの笑顔に助けられ、楽しく、忘れ

られない思い出ばかりが増えました。 

いつも温かく見守ってくださった

保護者の皆様、閉校に伴い様々な協力

をしてくださった地域の皆様に心よ

り感謝申し上げます。２年間、本当に

ありがとうございました。 

髙橋 瑞穂 先生 
７年。あっという間の７年でした。

思い出深い行事といえば「有珠山登

山」。夏休み中の下見は、ただ、ただ、

苦しいだけ。しかし、子ども達と登る

遠足は、ちっとも苦しくない。身体は

しんどいのに心地よい疲労感。理由は、

「みんなと一緒だから！」のひと言で

す。大自然の中、おしゃべりをしなが

ら、ちょっと疲れたら休憩を取りつつ

登る登山は、最高の思い出です。そん

な、一人一人の個性が際立つ、稀府の

子ども達と関われたことで毎日が楽

く、魅力的でした。一番いいところで、

子ども達の頑張りを見続けることがで

きた７年は幸せな日々でした。４月か

らは、少し離れてしまいますが、みな

さんのことは、忘れません。保護者の

皆様、地域の皆様、大変お世話になり

ました。心より感謝申し上げます。 

甲谷 健 先生 
稀府小学校では３年間お世話にな

りました。この３年間、明るく、元気

いっぱいの子どもたちと一緒に勉強

したり、遊んだりしながら楽しい毎日

を過ごすことができました。稀府小学

校の思い出もたくさんできました。保

護者の皆様にも、様々な面でお世話に

なりました。ありがとうございまし

た。４月からも東小学校でお世話にな

ります。これからもよろしくお願いい

たします。 

吉田 章人 先生 
稀府小に着任してから、３年が経ち

ました。初めての教員生活で不安もあ

りましたが、明るく優しい稀府の子ど

もたちと出会え、充実した日々を過ご

させていただきました。        

 保護者の皆様、地域の皆様にはいつ

も温かく支えていただいたことに感

謝の気持ちでいっぱいです。来年度

は、子どもたちとともに東小学校へ行

きます。稀府小の子どもたちが安心し

て学校生活を過ごせるよう、力の限り

支えていきますので、今後もよろしく

お願い致します。 

 

藤原 健一 先生 
前任校でも複式学級を担任し、何の

偶然か本校最後の年に複式学級、さら

に卒業担任まで務めました。５年間の

稀府小学校勤務で、本当に様々な経験

ができました。ただ、地域と共に行っ

ていた運動会や学芸会などの行事が、

昨今の状況の中で、以前のようにでき

なかったことが心残りです。子供たち

が、それぞれの進学先や東小学校で、

充実した学校生活を送ることを願って

います。地域、保護者の皆様、ありが

とうございました。 

石澤 和美 先生 
３か月という短い期間でしたが、本

当にお世話になりました。豊かな自然

に恵まれ、先生たちが児童全員のこと

を良く知っている温かい雰囲気の稀

府小学校でまた働くことができたこ

とをうれしく思っています。明るく素

直な子供たちからたくさんの笑顔と

元気をもらい、充実した日々を送るこ

とができました。支援してくださった

保護者や地域の皆様に大変感謝して

おります。ありがとうございました。 

長尾 清人 事務主任 
稀府小学校へ赴任し 4 年、この間、

保護者の皆様、地域の方々に大変お世

話になり稀府小を支えていただきま

した。直接関わることはありませんで

したが、皆様の稀府小への思いを強く

感じ、稀府小が最後まで元気で頑張れ

たことは皆様のおかげだと思ってお

ります。稀府小は閉校となりますが、

これからも稀府地区が発展するよう

頑張ってください。私の赴任先は星の

丘小中学校となります。室蘭から通勤

している私は、稀府小の思い出を胸に

稀府地区を通過することでしょう。 

支えられた 4 年間、本当にありがとう

ございました。 

高橋 総多 業務職員 
平成２３年度から１１年間勤務さ

せていただきました。この間、諸先生

方や保護者の皆さん、そして地域の皆

さんにお世話になりました。ありがと

うございました。また、児童の皆さん

の元気な声と姿に励まされ、勇気をも

らい頑張れた気がします。皆さんは、

この地で学べたことを誇りにこれか

らも頑張ってください。皆さんと過ご

した日々は楽しかったです。 

１１年間ありがとうございました。 

岡垣 恵子 支援員 
稀府小学校には、３年間お世話にな

りました。緑豊かな自然の中で、素直

で明るい稀府小の子供たちと楽しく過

ごした日々は、私にとっても大切な思

い出になりました。４月からは、私も

東小学校へと異動することになりまし

た。子供たちと一緒に、新たな気持ち

で頑張りたいと思っています。今後も、

どうぞよろしくお願いします。 

後藤 房子 学習指導員 
初任校として７年お世話になった稀

府小学校。最後の１年、地域の子供た

ちと過ごすことができ、本当に幸せで

した。閉校は、とても残念で淋しいけ

れど、たくさんの思い出は私の中から

消えることはありません。子供たちの

活躍を祈っています。 

久保 洋一 先生 
稀府小学校での６年間は、私にとっ

て大変幸せで、かけがえのない時間と

なりました。明るく元気で素直な子ど

もたちと、温かい保護者の皆様に恵ま

れて、毎日がとても楽しく充実してい

ました。いつか教員の仕事を退職した

時には、この稀府小学校での幸せな６

年間を最初に思い出すのだろうなと

想像しています。子どもたちがこれか

ら幸せな人生を歩んでいくことを心

から願っています。６年間ありがとう

ございました。 

大野 きよみ 先生 
１８年ぶりの小学校勤務に少し慣

れた頃に、新型コロナウイルス対応が

始まりました。それから２年。子ども

たちは我慢の多い生活の中で工夫し

努力を続けました。これからは、稀府

小学校でのたくさんの思い出を胸に、

新しい場所で様々な経験を通してよ

りたくましく育ってほしいと願って

います。これまで温かく支えていただ

いた保護者と地域の皆様に心からお

礼申し上げます。 

職員からのご挨拶   

地域の皆様、保護者の皆様にご挨拶申し上げます。 

田中 泉 先生 
稀府小学校は歌声が素晴らしいで

す。子どもたちが歌う校歌、私は特に

3 番が好きです。「高く明るき歌声は 

遠く友にもこだまする」稀府小学校は

幕を閉じますが、子どもたちの歌う

姿、笑顔はずっと忘れません。4 年間

ありがとうございました。 


