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ブリスベン校運動会、お天気にも恵まれ、最高の一日でした！
8 月５日、インドロピリー校グランドにて、平成 2９年度ブリスベン校運動会を開催しました。
朝から雲一つない最高のお天気、子供たちにとって楽しい一日となりました。保護者の皆様にも多数ご来場
いただき、ありがとうございました。今回の運動会開催に当たって、原田運営委員長始め運営委員の皆様、行
事委員のローゼンタールさん・ドーレさん始め各競技担当の保護者の皆様、藤田会長始め「JCCIB おやじの
会」などたくさんの方々にお世話になりました。特に今回は、各競技担当の方には詳細なマニュアルも作成し
ていただきました。今年これを作りましたので、来年以降の担当の方は本当にやりやすくなると思います。
「ありがとうございました。
」では尽くせないくらいの感謝の気持ちでいっぱいです。さらに先生方も、限ら
れた時間の中で工夫しながら、紅白組分けや代表選手決め・ラジオ体操の練習など、準備を進めてくれました。
本当にご苦労様でした。 今年も、
「楽しかった一日」を紙面で振り返ってみたいと思います。

1964 年

開会式

東京オリンピックのファンファーレで開幕

今年はファンファーレを生演奏できないかと考え、
希望者を募りましたら、子供たちだけでなく、保護
者の方などなんと 20 名を超える応募がありました。
練習は 1 回しかできませんでしたが、本番では見事
な演奏を披露してくれました。曲目は、1964 年東
京オリンピックのファンファーレ。当時私は 4 年生。
ここブリスベンで演奏できるなんて夢のようです。
来年もやりますか？！
【中 3 選手宣誓】

いよいよ開会式。
1 年 1 組

ウィリアムスライラ楓英さん、コフメイソン

治磨君、1 年 2 組 石田紫堂君、相楽夏凜さんの「開会の
言葉」で、運動会がスタートしました。
「選手宣誓」は、中 3 の佐藤マヤさん、高木賢之進君が
力強く述べました。
また来賓としてブリスベン総領事館総領事、柳井啓子様、
ＪＣＢ会長、嶋田清次様、ブリスベン日本商工会副会頭、
世利耕一様のご臨席を賜りました。
【柳井総領事様】

6 月の着任された柳井総領事からは、「初めまして！」
のご挨拶とともに温かい励ましの言葉をいただきました。
ご多用な中、ありがとうございました。

午前の部競技開始

どの競技にも、子ども達の笑顔がいっぱい。
そして、今年も中学生は係活動で大活躍でした。

【プログラム 1 番、準備体操】
今年は、1 回しか練習できませんでした。
その割には、よくできていましたよ。
ここ数年の積み重ねは大きいですね。
日本の伝統ともいえる「ラジオ体操」
です。運動会を通して、ぜひ身に着けて
ほしいです。

【プログラム２番・３番、徒競走】
今年は、特にお父さんやお母さんたちの走りがすごかったです。みなさん、若いし、速い！

【プログラム４番、幼稚部「アンパンマン体操」】
アンパンマンは、1973 年、
「キンダーお話しえほん」
に登場して以来、現在に至るまで子供たちに絶大なる人
気を誇る日本の国民的アニメの一つです。補習校のお父
様、お母様方の中にも小さいころアンパンマンに親しみ、
親子 2 代でファンの方もいらっしゃるでしょう。今日は
幼稚部の子供たちが自分で描いたお面をつけ、赤いマン
トを翻し、アンパンになりきって元気よく踊りました。
（当日の放送原稿から）

【プログラム５番は綱引き】今年も、力が入りました。綱引きは、やはり面白いですね。
インドロピリー校の運動場は間違いなく水平です。それは「どっち側かが必ず勝つ」ではないからです。

【プログラム６番、大玉ころがしリレー】
昨年まであった「100 人サッカー」が、ボールや人同士
がぶつかってけがをする危険があったので取りやめた代わり
に、今年から始めました。大玉を 3～4 人で転がす簡単なゲ
ームですが、見ていて楽しく、低学年にあっているなと思い
ました。この種目担当者のアイディアで、学年ごとに勝敗を
つけましたが、差がつきすぎなくて、いいなと思いました。
今後、ブリスベン校伝統の種目になるといいですね。

【プログラム７番、むかで競走】
昨年は小学生全員の競技でしたが、小さい子には難し
いので、今年は 4 年生以上にしました。それでも難しか
ったですね。確かに 5 人が呼吸を合わせ、歩幅も合せて
やるのは練習も必要ですが、練習なしでぶっつけ本番で
したから大変だったと思います。
保護者の方が一生懸命に横でリズムを取ってくださ
ったおかげで、何とかゴールできていました。お母さん
方のサポートに感謝です。

【プログラム８番、台風の目】
午前中最後の種目は、
「台風の目」
。
昨年から始めた中学生による競技で、4～５人で
棒を持って走る姿は、スピード感がありました。
今年は 2 年目ということもあり、みんなとても
上手でしたし、一生懸命取り組んでくれました。
中学生がしっかりやってくれるとうれしいですね。
これで、午前の部は終了です。

楽しそうなお弁当風景
お昼休みに、中 3 がみんなで集まって楽しくお
弁当を食べていました。みんなとても仲良しです。
補習校最後の運動会をみんなで楽しんでいる
様子に、思わずシャッターを切りました。
私は、明るい中 3 の生徒たちが大好きです。も
ともと明るかった子たちですが、ベーカー君と木
蓮さんの加入でさらに明るく楽しいクラスにな
りました。
家に帰って、改めてこの写真を見ながら、「中 3 まで残ってくれたこの子たちに、いい卒業式をしてや
りたいな」
・・・などと、一人 3 月に思いを馳せていました。

午後の競技が始まる前に、今年は「もうすぐ補習校」
という競技を入れました。補習校に通う児童生徒の弟妹
も、せっかく来ているのですから、参加する競技がある
といいなと昨年から考えていましたが、やっと今年実現
しました。私の予想以上にたくさんのチビッ子が参加し
てくれました。みなさんの入学を待っていますよ。
そしてもう一つ、昼休み恒例の【ジェンカ】が始ま
りました。
「レッツ、キス。ほほ寄せて」
・・・今年も、
たくさん保護者の方が参加してくれました。

午後の部競技開始

今年も応援タイムは、盛り上がりましたね。
【プログラム９番、応援タイム】
今年も、なかなか練習時間が取れない中、中 3 を
リーダーに応援タイムを頑張ってくれました。明る
いキャラクターのリーダーの声につられて、小学生
も大きな声が出ていましたよ。

「フレー、フレー、赤組！！」
「フレー、フレー、白組！！」
「フレー、フレー、ブリスベン校！！」

【プログラム１０番、玉入れ】
運動会の中で一番日本らしい競技は、なんといっても
玉入れでしょうか。今年も盛り上がりました。
ブリスベン校の玉入れはよく入ります。みんな上手です。
今年のハイライトは、一般の部、保護者同士の勝負が引
き分けだったことです。104 個 対 １０４個でした。
赤組の方に 2 個余りがありましたので、全部で 210 個
あることもわかりました。来年はもっと高くするか、時
間を短くしないと、また全部入っちゃいますね。

【プログラム１１番、二人三脚】
小 4 以上が参加しました。こちらは高学年なので、
みんなとても上手でした。まるで一人で走っているよ
うに全力で駆け抜けるチームもありました。
二人で息を合わせて「いち、にっ、いち、にっ・・」
朝会時や中休みの成果が大いに出ていたようです。
途中から一般の部に混じって中学生も参加してい
ました。やりたかったのでしょうね。
一般の部で、
JCB の嶋田会長と中川先生のペアが、
仲良く、微笑ましくゴールしていましたよ。

【プログラム１２番、借り物競走】
日本でもおなじみの「借り物競争」
。
補習校の名物競技の一つです。昨年は私の判定が甘かったらしく、
「今年は厳しくお願いします。
」と依頼されました。
昨年以上に気合を入れて審査しましたよ。×を出したのは、一つ、
「ビーチサンダルをはいた人」だけでしたね。
15 画以上の漢字が書ける人・・・見事にクリアしました。
何の字を書いたと思いますか。
「曜」です。みなさんも何画あるか
書いてみてください。今年も楽しかったです。

【プログラム１３番、「大玉送り」】
今年も紅白に分かれ、トラックに沿って、グランドいっぱい
に広がってやりました。大きな球が、ポワン・ポワンと子ども
たちの頭の上を飛んでいく様子はとても絵になりました。
今年は特に幼稚部など小さい子が大玉に触れるように、チビ
ッ子は転がすことにしました。
この競技もブリスベン校運動会の名物として、子ども達の楽
しみの一つになりそうです。

【プログラム１４番・１５番、紅白対抗リレー】
いよいよ運動会の最後の種目、紅白対抗リレーです。
バトンの受け渡しなど、ほとんど練習の時間はありません
でした。誰に渡していいのか、ハチマキだけが頼りです。
小さい子たちの中には、自分が走るので精一杯でうっかり
バトンを渡す人を追い越してしまう場面もありましたが、
きっと一生懸命走ったのだろうなあと、微笑ましく見て
いました。さすがに選ばれるだけあるなと思う、素晴ら
しい走りでした。

閉会式

素晴らしい一日、今年は、白組が優勝！
白組の皆さんおめでとう。紅組もよく頑張りました。
【閉会式】は予定より 20 分早く始まりました。これも各種目担当
の綿密な計画のお陰です。
【成績発表】「赤組 1070 点、白組 1111 点。今年の運動会は、白組
の優勝です。
」 子ども達から大きな歓声が上がりました。
【表彰式】では、白組代表の生徒に優勝カップを、赤組には準優勝盾を
授与しました。
原田運営委員長の【講評】では、子ども達はもちろん、運動会の準備
や当日の運営に関わったすべての方に労いの言葉をいただきました。
そして、運動会を締めくくる【閉会の言葉】今年は中 3 松井素子さん
が述べました。

閉会の言葉

ユーモアを交えながら、保護者や先生方に感謝の気持ちを伝え、
運動会を締めてくれました。松井さん、素敵な言葉をありがとう。

閉会の言葉
皆さん、今年の運動会が終わりました。優勝者は白組でしたね。
おめでとうございます。
皆さんは楽しめましたか。一生懸命応援したり、走ったりとたく
さんの思い出ができたと思います。私が六年生の時の運動会の種目
に、同級生とのリレー対決がありました。私はそのリレー対決で１
位をとりました。最初は１位ではなかった私にみんなは、
「がんばれ
ー、負けるなー」と言って応援してくれました。私は「絶対勝って
やる！」と火がつき燃え上がり、次々に前の人たちをチーターのよ
うにすごいスピードで抜いていきました。そしてその結果、私は堂々
の１位を獲得しました。
（すいません！後半ちょっと、、
、いや、結構盛りました。）
けれども、１位でゴールした時はほんとうに気持ちがよかったです。やっぱりみんなの応援があ
ったからこそ１位になれたのだなあと思います。でも、お母さんや、お父さんは、１位になること
だけを望んでいません。例え、友達やライバルに負けて１位になれなかったとしても、一生懸命に、
そして楽しく参加したことをうれしく思っているはずです。だから、１位がベストというわけでは
ありません。一生懸命に参加し、協力しあった人たちが、ベストです！
こんなに楽しい行事ができたのも、みんなのお父さんや、お母さん、そして先生たちが一生懸命
手伝って準備してくれたからですよね。じゃあそんな、お父さん、お母さん、そして、先生たちに、
耳が壊れるくらい大きな声で、
「ありがとう」って言いましょう！

「ありがとう！！！」
これをもって閉会の言葉といたします。 松井素子

今日一日、子ども達も、保護者の方も、ご来賓の方もみんな笑顔でした。
昨年以上に子供たち全員が競技に集中しているなと感じました。
今回は特に保護者の種目担当の方々が、本当に詳細なマニュアルを作成していただきました。お昼ま
でに 10 分、最後の閉会式までには 20 分も早く進行できたのは、正しくその綿密な計画のお陰です。
お仕事を持ちながらの方もあったと思いますが、本当にありがとうございました。そして、ご苦労様
でした。
また、各競技にたくさんの保護者ボランティアの方も手伝ってくれていました。私は運動場の真ん
中で、みなさんとお話をすることができました。今年は「たくさんの方に関わっていただき、本当に多
くの方の協力で運動会ができたのだなあ。
」としみじみ思いました。
日本を離れ、遠い南半球で日本と同じような運動会ができる。玉入れや綱引きができるって幸せで
すね。この行事をこれからも大切に引き継いでいかなければならないと、強く思いました。
ブリスベン校らしいスタイルで、来年も楽しい運動会を保護者の皆様とともに作りましょう。
楽しい一日を本当にありがとうございました。

（

クイーンズランド補習授業校
ブリスベン校 校長 清村

）

