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大 東 市 長 賞

大さかばしょを見にいって

四条之町こども会 北条小学校２年生 さいとう ゆめ

三月十五日に大さかばしょを見にいきました。おすもうさんを目のまえで

はじめて見れてよかったです。しっているおすもうさんは、あさしょうりゅ

うとはくほうのおすもうさんしかいなかったけどいっぱいのおすもうさんを

見れてうれしかったです。おすもうをみながらこどもかいのともだちとしゃ

べりながら見てたからたのしくみれてたのしかったです。ちょっとしてから

ハタをくばられました。そのハタでおうえんをしました。おやつをたべなが

ら見ました。じゆうちょうにおすもうのあさしょうりゅうとはくほうのえを

かきました。またいってみたいです。

てれびでもおうえんします。あさしょうりゅうがかっこよかったです。ま

た見にいってあさしょうりゅうとはくほうを見たいです。



教 育 長 賞

ラジオ体操

御供田中地区こども会 泉小学校４年生 木田 はや人

ぼくがラジオ体操で一番よかったと思うのは早起きができたからです。ラ

、 。 、ジオ体操は夏休み中だったので おそくまでねてしまいがちだからです 朝

早く起きるのは始めは、とてもしんどくて、あくびばかりしていました。は

じめの日はラジオ体操のカードをもらいました。去年と一緒でさいごに深呼

吸をしますが、早く列にならびたい子はさいごにする深呼吸をするときに走

っています。

ぼくの一番、すきな体操は、第二弾の元気もりもりみたいな体操です。時

々ラジオ体操が終わったらすぐ野球に行かなければ、ならない日もあったの

で、野球のユニフォームで参加する日もありました。その後、野球がある日

は、朝のトレーニングにもなりました。

時々、お菓子をくれる日もありました。

最後の日は、沢山の人が来ていました。最後の日は、ごく田公園のゴミひ

ろいもやりました。落ち葉や、あきかん、おかしの袋、いろいろなゴミをひ

ろいました。ほんの少しの区間だけだけど、少しはきれいになったかなとも

思いました。ぼくは、花火やパン、ジュース等を貰いました。ぼくはイチゴ

。 。 、ジャムのパンをもらいました おいしかったです 花火はしばらくしてから

楽しくしました。



市こ連会長賞

ぶどうがり

中楠の里こども会 四條畷学園小学校 ４年生 塚本 圭稀

七月十九日、子ども会から、ぶどう狩りに行きました。九時半に四条畷駅

に集合しました。切っぷと、おにぎりをもらって出発しました。電車に乗っ

て河内いわふねまで行きました。駅から三十分ぐらい歩きました。その間、

ぼくと友達は、しりとりをしながら、ワクワクしていたのですぐに着きまし

た。

五番の温室がぼく達のぶどう狩りの場所です。入ったらすぐにはさみをか

してくれました。ぼくと友達はすぐにぶどうを採りました。ぼくの友達は、

採りすぎて、無理やり食べていました。なぜかと言うと、全部食べないとい

けないからです。でもお金を払ったらおみやげとして持って帰れます。ぼく

はぶどうとおにぎりを食べました。それからトイレがしたくなったので、友

達と行く事にしました。一番始めは、トイレがどこにあるかわかりませんで

した。さがしているとぶどうのツルにかくれていました。｢あったー！｣とぼ

。 。 、くがいいました あけてびっくり中にうんちがたまっていました ぼく達は

あまりのくささにトイレをしないでもどってしまいました。

、 、 、もどると ママたちに｢根性だしてしてきなさい！｣と言われて ぼく達は

もう一度行きました。トイレに行ったらやっぱりくさくてもどりました。マ

マたちに｢ぼうこうえんなるでー根性出しなさい｣と言われました。またぼく

達は、トイレに行きました。ぼくは病気になるのがいやだったので、前を見

て息を止めてしました。目が痛くなりました。出てくると友達は笑っていま

した。友達もがんばってしました。もどるとママに根性のはんこを手に押し

てもらって｢すごーい！｣と言われました。ぶどう狩りは、終わりです。

それからまた二十分歩きました。ぼくは友達とまたしりとりをしました。

げんじのたきに到着しました。そこでぼくは、サワガニを見つけました。け

っこう大きかったです。たきであそんだり岩の上に座って修行したりしまし

た。二時になったので帰るじゅんびをしました。

また駅まで歩いて帰りは、津田の駅から電車に乗って四条畷まで帰って来

ました。

すごく楽しい一日でした。



朝日新聞社賞

くやしかった決勝せん

西諸福こども会 諸福小学校 ６年生 井口 真花

、 、 、 。 、 、わたしは 今 六年なので 最後の中央大会 きょねんは 優勝したので

今年も優勝する。と言う、気持ちで、わたしは、１日目を、勝ちすすんで、

とうとう２日目、まずはじめは、三箇と、あたりました。三箇とは、負ける

時も、勝つときもあるので、すごく、きんちょうしました。でも、ピッチャ

ーの、出野さんが、さんしんや、ストライクを、入れてくれて、しゅびの人

も、しっかり、まもってくれました。それで、わたしも、キャッチャーで、

ずっと、とれなかった、キャッチャーフライをとりました。打つときも、１

番バッターのキャプテン大西さんがうってくれてみんなのリズムが、よくな

ってきました。それで、三箇とのし合は、勝てました。

次は、とうとう、決勝せん、決勝せんでは、ピッチャーの出野さんがつか

れてしまい、すこしストライクが、入らなかったけど、ナイヤの人たちが、

ピッチャーに、いっしょうけんめい、声をかけてくれて、最後らへんは、ス

トライクが、どんどん入ってきました。でも、決勝せんでは、わたしも、は

んせいしています。決勝せんでは、とっても、バンドが多くサードとセカン

ドは、とっても、つかれます。でも、その中でも、サードの永吉さんは、と

ってもいいダッシュをしてくれて、サードなのに、ファーストの、ファール

を、永吉さんがダッシュで、とりに、行っていました。その永吉さんが、い

、 、 、っぱい ダッシュをしてくれるので つかれているピッチャーも永吉さんが

、 、 、 。 、バンドを アウトにしてくれるので 少し らくになったと思います でも

結果は、負けてしまって、準優勝でした。

わたしは、最後の中央大会だったので、とってもくやくして、泣いてしま

いました。でも、わたしは、くいは、残っていません。それはし合で、わた

したちの力を、だしきったからです。らいねんは、優勝できるように、がん

ばってほしいと思います。



大東中央ライオンズクラブ賞

秋祭り

氷野１丁目こども会 氷野小学校４年生 広瀬 ゆりあ

わたしが、子ども会の活動で一番楽しかったのは、秋祭りです。

氷野公園を出発して、駅前の道路で他のおみこしとすれちがいました。他

のおみこしもたくさんの人が引いていました。

赤井の交差点を曲がる時に、おみこしの上にいた人たちが落ちそうに見え

たので少しこわかったです。

、 。 、 、お昼になって 公民館でお弁当を食べました おなかが 空いていたので

おにぎりがとてもおいしかったです。

それから南ごうの公園に行くと、他のおみこしがたくさん来ていました。

校長先生を見かけてお話しが出来たのでうれしかったです。

帰ると中におみこしが歩道橋に当たりそうになりましたが、無事に通るこ

とが出来たので良かったです。

北野神社に着くまで、なわを持って歩いていただけなのにとてもつかれま

した。

でも、おみこしをかついでいるお兄さんやおじさん達は、わたしよりもっ

とつかれているはずなのに、つかれた顔をしないでニコニコしていて、とて

も強くてかっこいいと思いました。

来年の秋祭りも楽しみにしています。



大東市青少年協会賞

ジュニアリーダーの思い出

（ＪＬ）南郷町こども会 南郷小学校５年生 田中 夏輝

わたしは、八月四日～八月七日までジュニアリーダーのサマーキャンプに

行きました。

一日目は、十時に四条小学校に集まりました。コロ助班だと決まった時、

友達ができるかな?と思っていました でも 一日目で 友達ができました！！。 、 、

うれしかったです！！夕飯はカレーでした。でもスープカレーになってしま

いました。でも、おいしかったので、よかったです。

二日目は、友情強化プログラムのしれんと、ブタ丼づくりと、大放水と、

ナイトハイキングをしました。しれんはちょっとたいへんでした。でも、み

んなと協力したから、しれんをクリアしました。ナイトハイキングはさんち

ょうがとてもきれいでした。

三日目は、最終しれんと、パーティと、スタンツをしました。最終しれん

は、とってもむずかしかったです。とくにむずかしかったのは、フラフープ

のまほうのフープです。なぜかというと、みんなと、あわせなきゃならない

からです。最終しれんをクリアしていって、そして！！わたしたちは、ジュ

ニアすごいになりました。うれしかったです。

四日目は、かたづけと、思い出づくりをしました。思い出づくりは、焼き

。 。板をペンでかきました わたしはコロ助班のみんなの名前と絵をかきました

この四日、ほんとうに楽しかったです。またキャンプに行きたいです。



社団法人大東青年会議所賞

ＤＡＣに入って

ＤＡＣ 谷川中学校１年生 世良 美帆

私は、ＤＡＣに入って、いろんな事が変わったと思います。

自然を愛する心。ＪＬの時もそうだったけど、野外活動センターでは、い

つもお世話になり、自然への気持ちも大きくなりました。ＤＡＣに入ってか

らは、毎月山にのぼります。山にすてられているゴミなどを見てほんまにゴ

ミってすてたらあかんなあって思って気を付けるようになりました。

。 、 、 。みんなで協力する事 ＤＡＣでは 食事など 協力しないとつくれません

火つけ、野菜切り、ごはん、みんなで協力する。って事をもっと考えるよう

になりました。

いろんな人にささえられているって事。今は上期生なので、自分たちでや

ったりして、計画したり、でも、ＪＬ、フレッシュの時は、いろんな人がミ

ーティングとか、いろいろしてくれたり、みんなのおかげで楽しめたんやな

って。今かって他の人や友達に支えてもらってます。いろんな人に支えても

らってるんやなって思うようになりました。

ちょっとの事で、なやんで、ＤＡＣ休んだり、ＤＡＣやめたいって思った

、 、 、 。 、ことも何度もあったけど 毎月例会行って やっぱＤＡＣ 楽しいな とか

ＤＡＣに入って良かった！！ってすごく思います。ＤＡＣ楽しいっ。



入 選

楽しかったおやこ遠足

川中新町こども会 住道南小学校２年生 中原 瑠花

きょう、おやこ遠足に行きました。かんこうバスにのってかんくうに行き

ました。まず、５かいのてんぼうデッキに行ってしゅうごうしゃしんをとり

。 、 。 、ました てんぼうデッキでは ひこうきがいっぱい見えました その中には

金色のひこうきも見えました。金色のひこうきは、せかいに、二きしかない

めずらしいひこうきです。ガイドさんが、その金色のひこうきを見るとしあ

わせになれるとうわさがあると言っていました。わたしは、金色のひこうき

を見て、｢うれしいなぁ。｣と、思いました。

つぎは、ガイドさんとくうこうけんがくをしました。とんでいくひこうき

がとてもちかく見えます。ひこうきのおなかのところのタイヤと頭のところ

のタイヤがとびたつと中にしまっていました。音は、ゴォーと耳がいたくほ

どの大きな音でとびたって行きました。そのあとくうこうの中をバスから見

学してとてもべん強になったと思います。

そのあとは、てんぼうホールの中の２かいでおべんとうをたべました。い

っしょにたべたのは、つばき原わかなちゃんと、たべました。そのおべんと

うの中には、たまごやきとウィンナーとハンバーグとトマトとスパゲッティ

ーとかはいってました。おかあさんがつくったおべんとうは、いつも｢おい

しいなぁ。｣と、思います。きょうのデザートは、なつみかんでした。

そのつぎは、スカイミュージアムに、いきました。いっしょにあそんだの

は、つばきはらわかなちゃんといっしょにあそびました。一ばんにあそんだ

のは、フライトシミュレーターにのりました。二ばん目は、空のしゃしんか

。 、 、 。 、んです わたしが きたのは キャビンアテンダントです わかなちゃんは

色ちがいでこん色をきました。わかなちゃんと、｢それかわいいね。｣と、言

いました。フライトシュミュレーターは、ひこうきをそうじゅうします。む

ずかしかったです。わたしが、そうじゅうしました。ずっとわかなちゃんと

。 、 。あそんでいました タンクの中には 百五十きぶんのねんりょうがあります

とてもたのしかったです。

この中で、一ばんたのしかったのは、空のしゃしんかんです。いろんなか

べがみでとったのでいろいろなしゃしんがあります。わかなちゃんもとりま

した。また、いきたいです。

きょうは、いっぱいあそべてたのしかったです。きょうは、いままでの子

ども会の中で一ばんたのしかったし、一ばんうれしかったです。

また、たのしいところやおもしろいところに、つれていってください。



入 選

大阪場所を見にいって

四条之町こども会 北条小学校４年生 さいとう ゆう歩

３月１５日に、大阪場所を見に行きました。まず入るとき貴闘力さんにあ

く手をしてもらいました。うれしかったです。しあいが始まりバルトが出て

きて、大東市で練習をしているから、｢勝ってほしいな。｣

と思いました。

一番もえたしあいは朝青龍対旭天鵬でした。どうゆう所がいいかというと

朝青龍は強いから見るきが出てきて見ていました。

あと、はくほう対きせの里でした。白ほうはあぶなげなくきせの里に勝ちま

した。

帰りしなにブラックマヨネーズの小杉さんを見ておいかけていっても、赤

しん号なのに走ってにげられてしまいました。

すもうは見ていてたのしかったから、またこんどもいけたらいいなぁと思

いました。そのときには、バルトがよこづなになっていてたたかっていてほ

しいです。それと朝青龍がよこづなでありつづけていてほしいです。

また、今度も行きたいです。



入 選

楽しかったこと

津の辺こども会 四条北小学校４年生 神村 萌花

私が今年のこども会で楽しかった事は、３つあります。

一つ目は、キャンプの事です。キャンプは、去年だったら、いっぱいいた

のに、今年は、前の半分ぐらいになってて、びっくりしました。夜は、カレ

ーでした。私は、切るがかりをしたかったのでやれてうれしかったです。

、 。 、次の日の朝は ホットドックでした ウインナーをはさむだけだったので

かんたんでした。その日の昼ご飯は、焼きそばでした。かかりは、切るかか

りがよかったので、切るかかりに行きました。いろいろなことをやって楽し

かったです。

二つ目は、ラジオ体そうです。ラジオ体そうは、ぜんぶはいけませんでし

た。しかも、ラジオ体そうは、あんまり、行きたくは、ありませんでした。

なぜかと言うと、朝早く起きて、同じ所で同じ体そうばかりするから、めん

どうくさいというのもありました。けれど、終わってハンコをもらうと、や

っと終わったといううれしさがありました。

三つ目は、クリスマス会です。クリスマス会が、はじまって、最初にやっ

たのは、ぞうきんレースです。３０秒かんで何おうふくできるかをきそうゲ

ームです。私は、４おうふくできました。二回目は、できひんかったけど、

４おうふくできて、うれしかったです。

つぎに、なわとびをしました。２回ぐらいひっかかってしまってざんねん

でした。

かさたては、五秒ぐらいでざんねんでした。かさたては、あたりそうだっ

たので、はなしてしまいました。

キャンプもクリスマス会も楽しかったです。また来年も参加したいです。



入 選

秋まつり

氷野１丁目こども会 氷野小学校４年生 吉野 飛翔

秋まつりのかねの練習に行っている時、むずかしくてなかなかうまくたた

けませんでした。

何日か練習に行っているとすこしづつたたけるようになりました。

最後の練習の時、氷野こうみん館でみんなの前で３人づつたたきました。

次の日、氷野公園で発表があったけど、ぼくはまだぜんぶおぼえていなか

ったのでたたけなくてくやしかったです。

でもよみせがでていてあてものとかやきとりなどいっぱいまわりました。

次の日いよいよほんばんでだんじりをひっぱりました。

ぼくは、おもいっきりひっぱりました。

すみのどうのところまで行くとジュースをもらってのみました。その次は

氷野こうみん館までひっぱってひるきゅうけいに、おにぎりとお茶をもらい

ました。すごくおいしかったです。ひるきゅうけいがおわってこんどはなん

ごう公園に行きました。

いっぱいだんじりが集まってしました。

そこで長いあいだきゅうけいがあり、ジュースやじゃこやするめをたべま

した。

帰る時は、氷野小学校の前でまたジュースをもらって北野神社に帰りまし

た。北野神社では、最後におかしをもらって帰りました。

その日は、すごくつかれたのですぐにねむたくなってねました。

また来年もさんかしたいです。



入 選

おしくもゆう勝できなかった中央選手権

太子田こども会 南郷小学校５年生 一法師 正幸

ぼくは、中央選手権ではみんなの足ばっかり引っ張ってばかりでチームに

めいわくをかけていました。３試合か４試合をしたうちのぼくはノーヒット

で、いい当たりもあまりありませんでした。それなのにチームのみんながヒ

ットを打ってくれたので準ゆう勝できました。ぼくは守備では、エラーもな

くしっかりできたかなぁーと思いましたが、やっぱりバッテティングと守備

をチームのみんながよくしないとゆう勝できないなぁーと中央選手権で思い

ました。ぼくは３試合か４試合あった試合でヒットを打てなかった自分には

らがたちました。その事をふまえてぼくは努力しようと思いました。毎日毎

日重いバットを持ってふりました。重いバットを一週間かかさずふるとソフ

トボール用のバットがとてもとても軽くてふりやすいです。ヘッドスピード

がはやくなると、ボールをよくみれるのでいつもとらえていた位置から少し

手前でもヘッドスピードがはやくなったのでしんでとらえることができま

す。だからぼくはもっとバットをふって試合でヒットやホームランをいっぱ

い打てるようにがんばろうと思いました。



入 選

一泊二日のキャンプ

太子田こども会 南郷小学校６年生 渡辺 大輝

７月２６日に野外活動センターに、キャンプに行きました。今回で四回目

だったけど、前の夜は、ドキドキしました。野崎観音から、リーダーさんた

ちと登りました。野外活動センターに行く途中の数えきれないぐらいの階段

を登っていると、だんだん前の班が見えなくなっていきました。途中に七曲

りというところがあって数えてみると、七回じゃなかった。野外活動センタ

ーについてから、荷物を置いて、夕食のカレーを作りました。班の人やリー

ダーたちと協力して作りました。他の班は、火がついているのに、ぼくの班

はなかなかつきませんでした。みんなでひたすらうちわであおいで、やっと

つきました。始めに火がなかなかつかなかったせいで、他の班がだいたいた

べ始めたときは、まだにこんでいる途中でした。そしてやっとカレーができ

ました。できたカレーを食べてみると、今までつくったカレーで一番おいし

かった。夜はナイトウォークをしました。夜の山は暗くてとってもこわかっ

たです。登っていって山の頂上につくと、町が見えました。その景色はとっ

てもきれいでした。夜ねるとき、窓から外を見たら、足みたいなものがあっ

て、５年生の子と、ひたすら見ていました。途中で同級生をおこしたら、ご

にゃごにゃといいながらねてしまいました。気になって朝起きて見に行って

みると、ただの木でした。朝ごはんはホットドックでした。ケチャップのか

けすぎで辛くて気持ち悪かったです。お昼は流しそうめんをしました。その

後、バームクーヘンを作りました。今年で四回目のバームクーヘンはとても

上手にできておいしかった。こども会のキャンプは最後だけど、みんなで楽

しくできてよかったです。



入 選

中央選手権大会

赤井３丁目こども会 南郷小学校６年生 谷本 茉有菜

私は、４年生の時からソフトを習っています。始めはキャッチボールもで

きなくて、監督やコーチに怒られながらしていました。

一つ上のお兄ちゃんたちのそつぶ式の時に優勝旗が１本ありました。それ

はとてもかっこよかったです。みんなが一つになってやっとたどりついた優

勝はあじわったことのないうれしさで胸がいっぱいになりました。

その次の日から私たちは優勝に向けて練習がはじまりました。

そして中央選手権大会の日が来ました。

１回戦、２回戦と勝ち進み準決勝は若月子ども会でした。私はファースト

できんちょうして、フライを落としてしまいました。おちこんでいるとチー

ムのみんなが声をかけてくれて｢そうだ！！まだ負けてはいないんだ！！｣と

自分に言いきかせ、ついに若月子ども会に勝ち、決勝は楠の里ドリームスと

でした。

とてもきんちょうしながら｢プレイ｣がかかりました。私たちは後攻で先に

守りました。１番バッターがファーボールでしたが、なんとかこの回を０点

でおさえました。そして私の打順が回ってきました。その時ノーアウトラン

ナーなしだったので｢塁にでろ｣と言われて打席に立ちました。相手のピッチ

ャーはとても球がはやかったです。そして２ストライクまでおいこまれまし

たがバットをおもいっきりふったら右中かんにとび３ベースヒットでした。

けれどその回も０点でした。

ついにタイブレイクになり相手が１点とるとこっちも１点とりついに３点

とられて１点しかとれなかって｢集合｣がかかりました。相手の楠の里ドリー

ムスが優勝しました。くやしかったけど一つになってすばらしいゲームがで

きた事はうれしかったです。けれどやっぱり優勝がかっこよかったです。な

ので優勝ができるすばらしいチームになって、優勝旗を持って帰ってそつぶ

式の時にかざりたいです。



入 選

ジュニアリーダーの思い出

（ＪＬ）氷野３丁目こども会 氷野小学校５年生 小川 夢未

私は始めてジュニアリーダーのキャンプに行きました。最初に４０分以上

使って山をのぼりました。すごくつかれました。キャンプ場に着いたら、お

昼ごはんを食べました。ごはんを食べている間に、３泊４日って長いだろう

な。と思っていました。でもあっと会う間に１日がすぎていきました。

二日目は六時に起きました。ねむかったです。でも、がんばって起きまし

た。朝ごはんを食べて、お昼ごはんもあとから食べました。おいしかったで

す。二日目はキャンプファイアーもしました。すっごく楽しかったです。そ

の日はすごくつかれたのですごくねむかったです。

次は三日目です。三日目は、しれんがありました。フラフープや木やみん

なの協力とかを利用していろいろなしれんをしました。あずきはんのみんな

で協力して、しれんを全てクリアできました。つかれたけど、楽しかったで

す。三日目は最後の夜だからみんなでパーティーをしました。夜ごはんは、

ハンバーグとかシチューとかがあっていろいろな種類をたくさんあってすっ

。 、 。ごくおいしかったです ごはんを食べたあと みんなでスタンツをしました

はんごとに考えて、出し合いました。私はカレーライスのげきをしました。

成功してよかったです。

最後は四日目です。四日目はかた付けたりふりかえったりしました。３泊

４日は長いなぁとおもってたけど、すっごくはやくかんじました。大放水や

夜景を見に行ったり、自炊をしたりテントでねたり、私は、初めてなことが

たくさんあって、ドキドキしたりわくわくしたりして、３泊４日がんばりま

した。


