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大 東 市 長 賞

運動会

中垣内こども会 小学５年生 広田 舞

今年、一番楽しかった行事は、春に浜公園で開催される、運動会です。こ

の運動会には、１歳の時から毎年欠かさず、参加させてもらっています。特

に、楽しいのは、ヤクルト飲み競争と１００ｍ競争と二人三脚です。

まずヤクルト飲み競争は、小さい子供たちがヤクルト１本を飲みゴールに

行くという競技です。小さい子供たちがヤクルトを飲み走って行くのをヤク

ルトおいしそうだなと思いながら見ています。私も小さいころ、参加してい

ました。

次に、１００ｍ競争は、小学生から中学２年生まで参加できます。みんな

ゴールをめざして一生懸命に走ります。年上の人は、やっぱり速く、見てい

る人まで燃えます。なので、走っている人も、見ている人もとても楽しめる

競技です。

次に、二人三脚は、小さい子供から大人まで、幅広く楽しめます。息を合

わせ走っていくというのが大変です。足が速い人でも、息が合わなければ、

どんどん追い越されます。また、息が合っていれば、小さい子供でも、びゅ

んびゅん追い越せます。

中垣内の運動会の良いところは、年齢に関係なく、それぞれの楽しみ方が

あることだと思います。私は、そんな運動会が大好きなので、これからもで

きる限り、参加して行きたいと思います。



教 育 長 賞

スーパードッジボール大会

氷野３丁目こども会 小学３年生 梅垣 桃乃

わたしは、きょうのスーパードッジボール大会で、はじめにイエローキッ

ズとたたかって次に野ざきとたたかいました。イエローキッズには負けたけ

ど、野ざきにはかてたのでうれしかったです。野ざきとたたかうとき子ども

会の人が

「ぜったい勝てる。１点さでもいいから勝ってきて」

と言われたので気あいが入りました。みんなで

「勝つで 」。

と言い合ってがんばりました。それで本当に１点さでかてたのでとってもう

れしかったです。それで、えみちゃんが

「勝ってうれしい気もちってこんなに心の中にこんなにあったんや 」。

と言ってて、わたしも、そう思って、

「ほんまやな 」。

と言いました

午後からは北じょうＡとたたかって、３まいしかはちまきがのこらなくて

負けたのでくやしかったです。さすが去年ゆう勝したチームだなと思いまし

た。

来年もがんばりたいと思います。



市こ連会長賞

野外活動

御領こども会 小学６年生 久保田 瑛里

５月28日(土）に子供会の遠足で 「太秦映画村」に行きました。午前７、

時ごろ集合でした。バスに乗る時、子供会の役員さんから、おかしとジュー

スをもらいました。全部おいしかったです。京都にある太秦映画村までは、

。 、 。１時間半ほどありました なのでバスの中では みんなでビンゴをしました

男子の１等が私の弟で、女子の一等が私の横に座わっていた一緒のクラスの

。 、 、 、友達でした 私は 前から数えるより 後から数えた方が早い方だったけど

プレゼント(景品)ももらえて、とても楽しかったです。

映画村に着いて、入ると、風景が一変して昔の世界になっていました。映

画村のけいじ板みたいな所を見ると 「水戸黄門」の撮影があったみたいな、

のですが、その日は雨だったので中止になっていました。撮影現場をみてみ

たかったので残念です。10時30分ぐらいから 「寺子屋面白体験」というの、

があったので参加しました。

そこでは、本物の小判や火のおこし方、剣の違いなどを教えてくださいま

した。

それからちょっとして、お弁当を食べました。お弁当は、大東市から京都

まで、子供会の役員さんが持って来てくれました。全部とてもおいしかった

です。

他にも、人生初のおばけやしきに行ったり、５分で着付けをして、写真が

とれる所に行ったり、忍者ショーを見たりしました。

でもこれは、役員さんのおかげだと思いました。役員さんは、４年生～６

年生を預かっているから責任があるし、それ以外にも、朝から早起きして、

みんなより早く集合場所に来ないといけません。それに、みんなが楽しめる

ように事前に用意しないといけません。私は （大変だなぁ ）と思いま、 。…

した。でも、お母さんみたいに子供会の役員をやってみたいと思いました。



朝日新聞社賞

中おう大会

津の辺こども会 小学２年生 中村 花

、 。 、ソフトボールの中おう大会が 山の上のグランドでありました わたしは

つのべじょしソフトボールチームです。ごりょうともろふくとしあいをしま

した。２しあいともまけました。わたしは、チームの一ばん下なのでしあい

には、でれなかったけど、ベンチで声を出しておうえんしたり、ヘルメット

をならべたりしました。まけてくやしかったです。

みんながんばっているすがたを見て 「すごいなぁ」とおもいました。わ、

たしも、キャッチボールや、バッティングのれんしゅうをいっぱいがんばっ

て、しあいにでれるようになりたいとおもいました。

らい年の中おう大会はぜったいにかちたいです。これからもれんしゅうを

いっぱいがんばります。



大東中央ライオンズクラブ賞

市民大会ソフトボールの部の大会でヒットを打った。

明美の里こども会 小学４年生 足立 玲緒

７月３日に市民大会ソフトボール『女子の部』に四条北ピクシーズの８番レフ

トで出場しました。

まず、チーム決めで、キャプテンが、ちゅうせんで、ごりょうチームと当りま

した。

ピクシーズの１回目のこうげきは、０点となってしまいました。みんなきんち

ょうしてるのかな？と思いました。次は相手チームのこうげきです。なんと３年

生のりんかちゃんがピクシーズのピッチャー。がんばれ!!と思った。りんかちゃ

んのがんばりで、１点しかとられませんでした。よくがんばったねと思った。

次に、ピクシーズのこうげきです。ピクシーズのみんなががんばり、たくさん

点をとり３点をとりましたが、相手がまんるいホームランを打ってしまい。４点

もとられてしまいました。私の所にボールがきたけど、とれませんでした。くや

しかったです。でも、次のこうげきで、私もヒットをうって、ピクシーズは、２

点をとりかえしました、同点になって、タイブレイクになりました。２るいに２

年生のあすかちゃんが、でました。バッターは、６年生のみずきちゃんが打ちま

した。でも、レオは、あまりどこにいったかおぼえていません。気付けば、ピク

シーズは、１３点もいれていました。私もいっしょうけんめい打ちました。おじ

いちゃんが来てくれたから、がんばれたのかな？と思った。ごりょうチームは１

点だけとなり、ピクシーズの勝ちです。 やったど～～！。と思った。

次のしあいは強てきの三箇です。いつもれんしゅうじあいではまけてしまうチ

ームです。 今日こそははぜったい勝ど～～。と思った。三箇のピッチャーは球

はとても速くて、打てないぐらいでした。先こうのピクシーズは、０点でした。

次は、三箇のこうげきです。三箇チームはやっぱり、打つのも守るのも、上手で

した。レオの所はこなかったけど、他のりんかちゃんやあすかちゃんやお姉ちゃ

んの所にボールが飛びました。ピクシーズも負けておらず、さいごまで、守りき

りました。三箇には、最終回まで、２点差で勝っていましたが、最終的に、３ラ

ンホームランを打たれて、ぎゃく点負けになってしまいました。だとう三箇を目

標にしていた私達四北ピクシーズの皆は、泣いていました。私もとってもくやし

かったです。レオも泣きそうになりました。でも、このくやしさを次の市こ連の

、 。大会で三箇とあたったら 必ず三箇をボロ負けにしてみせるぞ!!と思っています

心の中で三箇をやっつけるぞ～!! エイエイオー!!

３位決定戦では、バンビースとあたって、６対０でピクシーズが勝ちました。

３位になってうれしかったです。でも、本当は、金メダルがほしかったです。

これから暑い日がいっぱい続くけど、だとう三箇をめざして、練習をがんばっ

ていきます。



大東中央ロータリークラブ賞

サマーキャンプ

ＪＬ(泉小学校) 小学５年生 生駒 真矢

８月15日から8月18日は、ジュニアリーダーのサマーキャンプ。いろんな

小学校の５年生と一緒に飯盛山を登った。

キャンプ初日。私は不安と楽しみな心が入り混った気持ちの中、集合場所

に向かった。 ついに着いてしまった。そう心の中で、つぶやきながら、公

園の中に入る。受付で担当のリーダーの名前を聞き、おそる、おそる、私の

グループの場所に行って少しおどろいた。理由は、友達が２人も、同じグル

ープだったから。絶対に友達と同じにならないと私は思っていた。心が少し

軽くなった。次は山登りだ。

あぁ、つかれた。私は今、山登りの最中。特に今、一番つらいのは、３泊

４日分の荷物が、肩にくいこむこと。

「まやちゃん、しんどいなぁ」

こちらは、前から友達だった、きほちゃん。

「うん。もう死にそう 」。

これは、じょうだんじゃなく今の本音、ちょっとおおげさだけれど。

「足がいたいよぉ 」。

「のどかわいたぁ 」。

「ハチ、おるしっ 」。

あちこちから聞こえる沢山の声。あぁ、みんなも、大変なんだなぁと思いな

がら、ふと前を見ると、目の前にハチ。

「う、で、でたぁぁぁぁぁ 」。

この作文には、山登りのことしか書けないけれど、思い出はこれだけじゃ

ない。

友達が出来たこと。

自分達でこの不便な中でごはんを作ったこと。

もめごとも起こった。

特に友達は私にとって大きな、存在だった。悲しいことはみんなで分け、

楽しいことはみんなで足して。このキャンプで、私はいろんな物を手に入れ

た。



社団法人大東青年会議所賞

はじめてのキャンプ

御供田中地区こども会 小学２年生 吉岡 虹実

わたしは、子ども会のキャンプにはじめて行きました。しゅっぱつ前にど

しゃぶりの雨だったので、

「これむりなんちゃうかな 」。

と思ったけど、山にあがるときには、晴れてよかったです。

山の上についてすこしあそんでから、みんなでカレーをつくりました。わ

たしは、玉ねぎを切るかかりでした、玉ねぎを切っていたら、目がいたくな

りました。わたしのはんだけなかなか火がつかなくて

「なんでわたしのはんだけつかないの 」。

とおこりそうになりました。３回目で火がつきました。みんなでさいごまで

あきらめずにがんばったので、おいしいカレーになってよかったです。

つぎの日、朝のレクレーションで木のみクラフトをしました。わたしはぞ

うをつくりました。一ばんむずかしかったところは、どう体に耳をつけると

ころです。足とぞうをいたにつけるところは、時間がなかったのでリーダー

のおねえさんがやってくれました。かわいくできあがってよかったです。

おひるごはんはながしそうめんでした。はじめてのながしそうめんでどき

どきしました。１回でたくさんとれたので、すぐおなかがいっぱいになりま

した。すると、リーダーのおねえさんが、

「ながすほうして 」。

と言われました。たべるのも、ながすのもたのしかったです。

おともだちといっしょにいろんなことができてたのしかったです。らい年

もいきたいです。



大東市青少年協会賞

ＤＡＣ８月例会

ＤＡＣ(深野中) 中学２年生 津川 千春

今年は私たちが一番長く一緒にキャンプしたリーダーが引退する年でし

た。しかも、この私たちの学年から会長と副会長が決まるので今までと８月

例会に対する気持ちがちがいました。

キャンプ２日目の夜、まず引き継ぎ式があり、新会長と新副会長が発表さ

れました。そして、引退セレモニーが始まりました。フレッシュからリーダ

、 。ーにメッセージを言っていって ジュニアが終わりミドルの番になりました

めっちゃ泣きそうやったけど、リーダーにちゃんとメッセージを伝えたかっ

たからがんばってたえました。ミドル全員が言い終わって、担当者が言い終

わったあと、リーダー１人ひとりからメッセージをもらいました。 そして

リーダーがＤＡＣ全員１人ずつにメッセージをくれました。フレッシュから

順にまわっていくので、その間ミドルが精一杯歌をうたいました。リーダー

がまわってきて、それぞれ１人ひとりからメッセージをもらいました。そし

たら涙が止まらなくなってめっちゃ泣きました。

リーダーはそれぞれちがうメッセージだったけど、全員

「４年間続けてな 」。

「あとちょっとやからがんばれ 」。

って言ってくれました。中には、

「これからがミドルの時代やからあと残り精一杯楽しみや 」。

と言ってくれたリーダーもいました。だから私は４年間ちゃんと続けたいと

思います。

リーダーはみんな仲いいし、おもしろいし、頼りがいあってすごい先輩で

した。だから、今度はミドルがＤＡＣを盛り上げたいと思います。リーダー

のみなさん４年間おつかれさまでした。ＤＡＣ大好き。



入 選

若月のキャンプ

若月こども会 小学２年生 橋本 凜

８月13日14日に子ども会でキャンプに行きました。わたしは、子ども会の

キャンプが２かいめでとても楽しみにしていました。

まずさいしょに、ばんごはんのカレーのぐざいをジャンボに買いに行きま

した。はんごとに好きなぐざいを買うのが楽しかったです。

わたしは、キャンプですごくおもしろかった事が２つありました。

１つめはキャンプじょうのリーダーがしてくれた「バナナおに」です。朝

のつどいでしました。わたしは、さいしょつかまらなかったけど、とちゅう

でつかまった時、みんなにたすけてもらえたのがうれしかったです。

２つめはばんごはんのカレーづくりです。いままでは、玉ねぎをきったら

いつもなみだがでるのにキャンプじょうで、きったらなみだがでませんでし

た 「どうしてかな？友だちといっしょにきったからかな」と思いました。。

わたしのはんのカレーは、玉ねぎと人じんとかぼちゃとお肉がはいってい

ました。わたしは、かぼちゃがはいっているカレーは、おいしいかな？と思

っていましたが、たべてみるとおいしかったので、おかわりを３かいしまし

た。

ほかにもキャンプファイヤーやさわのぼりやナイトハイクなどがありまし

た。楽しいキャンプでした。また、らい年もいきたいです。



入 選

わくわくキャンプ

川中新町こども会 小学４年生 樋口 陽海

８月５日と６日に大東市立青少年野外活動センターで大野子ども会と合流

してキャンプに行きました。

１時間くらい山を登りました。行きは、階だんばかりだったので、登る時、

足がとってもいたくて息がきれました。３時ぐらいにキャンプ場に着いて、

リーダーに「キャンプだホイ」の歌を教えてもらいました。４時から、夕食

のカレーライス作りをしました。わたしは、うり野さんと野菜を切ったり、

かわをむいたりしました。かわむききが、キャンプ場にはないので、スプー

ンでむかされました。にんじんのかわをむくのが、とてもかたくてたいへん

でした。でも、みんなで作ったカレーライスはがんばったのでおいしかった

です。

雨がふってきたので、キャンプファイヤーは中でしました。でも、去年やっ

たゲームでも大ぜいでやると、何でも楽しかったです、花火は、外で出来ま

したが、また雨がふってきそうなので、半分だけやりました。みんなでやっ

たので、けむりでリーダーが見えなくなりました。シャワーをしておやつを

食べてから、ねぶくろでねました。

２日目、朝食を食べてから、８時３０分からボートに乗ったらおたまじゃく

しをたくさん見つけました。昼食は、竹で流しそうめんを食べました。前の

方だったので、流れてくるのが早かったので、とてもとりにくかったです。

帰る用意をして山をおりました。山をおりているとハチが10ぴきぐらいいた

のでちがう道から帰っていたら、と中でまた何びきかハチがいたのでしずか

に通りました、その道は、日かげだけど細くて急な道ばかりでリーダーに助

けてもらいながら山をおりてきました。二日間でわたしが一番楽しかったこ

とは、花火です。なぜかと言うと手持のチカチカする花火の色がすてきだっ

たことと、せんこう花火の火玉からパチパチ細い火が出ていたところがきれ

いでした。５年生もぜひさんかしたいです。



入 選

ドッチボール

レスタージュ住道こども会 小学６年生 田中 魁都

ぼくは、ドッチボールの大会に今回参加してとても楽しかったです。

チーム名はかいとん’Ｓ、でキャプテンはぼくでした。

初めは、キャプテンはいやで、だれかに変わってもらいたかったけど、準

優勝できたときは、だれよりもうれしかったし、ほっとしました。

初めての練習は、外野は、サイドも使わずボールを取ることばかりで、内

野は、自分で当てていこうとして、まったくパスをしなくて、チームはバラ

バラでどうしょうもなかったです。

休けい時間に、作戦を立ててもまったく思いどおりにいかず、苦戦したこ

ともあったけど、くりかえしているうちにだんだん声をかけ合うようになり

ました。

２回目の練習の時は パスもだんだんふえてきて、３回目の練習の時は、

だんだん思いどおり当ててこれるようになってきて、いいチームになってき

ました。

このとき、チームの気もちが一つでないと勝てないことがわかりました。

大会当日もその気もちでがんばりました。その日は、みんなすごい声をか

け合ったりして、１回負けてしまったけど、それいこう１回も負けませんで

した。

ドッジボールの大会に参加してすごく楽しかったです。



入 選

いつもとちがう中央大会

御領こども会 小学校６年生 丸山 海大

７月24日に大東市のソフトボール中央大会がありました。今年は 「グリ、

ーンフィールドたつま」という黒土で電光けいじ板もある本格的な野球場で

することになり、どんなところか楽しみにしていました。今年は50周年記念

大会で、決勝戦は夜にライトアップされて、ナイターでする予定でした。ぼ

くは、球場の黒土でプレーするのは、初めてなのでとても楽しみにしていま

した。

ぼくは、南新田の２打席目にレフトに転がして、この大会で初めてのヒッ

トを打てて、うれしかったです。そして三箇との試合の初回に、きん張して

サインミスをしてしまい、ライトに打ち上げてランナーを進めることができ

ませんでした。これからは、サインをしっかり見て気をつけたいです。

その試合の最終回に、２対１、ワンアウトランナーなしで回ってきて、ぼ

くがホームランを打てば、同点に追いつくのになと思ったけど、ぼくはソフ

トを始めてから試合でホームランを打った事が無いので、とにかく、ヒット

を打って、次の打者に回そうと思ってバットを振ったら、サードゴロを打っ

てしまいました。とてもくやしかったです。

試合は準決勝で三箇に負けてしまったけどぼくは、いつも大会の打順は７

番を打っていたけど、この大会は、かんとくが２番にしてくれたので、いつ

もより多く打席に入れたので、うれしかったです。

大東市にこんな球場があったなんて初めて知りました。いつかまた、ここ

でプレーをしたいです。そして、秋の「市長杯」は、三箇と津の辺、諸福を

たおして、ゆう勝したいです。

これからも、いろいろなチームと戦って、氷野ブレイヴの勝利数を１勝で

も多くしたいです。そして、ぼくも１年間の打率３割を目指してがんばりた

いです



入 選

ＪＬの楽しかったサマーキャンプ

氷野４丁目こども会 小学校５年生 峠本 実穂

８月15日に、ジュニアリーダーのサマーキャンプへ行きました。３泊４日

のキャンプは初で、とってもドキドキしていましたが、たのもしいリーダー

達が、やさしくむかえてくれたので、入りやすかったです。私達のグループ

リーダーは、キリンで、お祭りキャンプと同じで、安心しました。山登りの

とちゅうに、友達と話したり、いろんなゲームをして、楽しくワイワイと登

れました。キャンプ場に着き、お弁当を食べたり、遊んだり、カレーを作っ

たりテントをたてたり…。１日目だけでとっても楽しく、満ぞくでした。２

日目は、大放水が、とってもとっても楽しかった。そして、夜に、星をみる

か、虫を見るか決めているときに （ちょっと訳があって…）キリン班で話、

し合いをしました。私は、キリン班が２つに分かれていっている気がして、

悲しかったけど、やっぱ、みんなでキリン班なので、１つになりたいと思い

ました。だけど、その話し合いによって、キリン班の仲が深くなったので、

。 、 。よかったと思います ３日目は お祭り！ＪＬ祭り！とにかくにぎやかで…

１部の班のスタンツの中で、私は、はむたろう班の、かんちがいどろぼうが

お気にいりでした。そして、１部が終わって、ついにバイキング！キャンプ

とは思えない、ごうかな料理がならび、とてもおいしかったです。そして、

スタンツの２部が始まりました。そして、私達の 「オオカミと７ひきの子、

やぎ」が始まりました。とっても不安だったけど、みんなで協力し、良いス

タンツができました、(ヤッター) その後、セレモニーで、キリンが話しを

していて 「明日もガンバロウ 」と思いました。私は、最初 「友達できる、 。 、

かな～」と、不安だったけど、みんな話しかけてきてくれて、とてもうれし

かった!!ありがとう。そして、みんなをまとめてくれたグルリ キリン、大

変だったのに、ありがとう!! きっと、このキャンプは一生忘れないと思い

ます。



入 選

ＤＡＣ８月例会

ＤＡＣ(谷川中) 中学１年生 辻井 春菜

私は、８月例会は２回目です。今回は、上山するルートがいつもとちがっ

て、少ししんどかったです。でも、やっぱり着いたら、楽しいことが待って

るからがまんして登りました。

着いてから、１番時間を使ったのは立ちかまど作りでした。竹と竹を麻ひ

もで結ぶときのやり方がむずかしかったです

１日目の夜、フレッシュのマル秘プログラムがありました。今回は、はる

、 、なたちは見てるだけだったけど フレッシュのみんながすごくがんばってて

応援したくなりました。

２日目、４時間しか寝れなくて、すごく眠たかった日でした。ミドルのリ

ーダーにちょう戦パート１、パート２すごく楽しかったです。

夜、リーダーの引退セレモニーが始まりました。すごく大好きな先ぱいば

かりだったので、後半ずっと泣きっぱなしでした。この時間がずっと続けば

いいのにって思いました。

、 。 、 、私は 上期生になりました 今までみたいに ゆるーくやるんじゃなくて

ちゃんと責任を持って、フォローとかもしっかりやって好きになってもらえ

る先ぱいにないたいです。いや、なります!!



入 選

ＤＡＣ８月例会

ＤＡＣ(四条中) 中学２年生 山下 優衣

この例会は、私が行った例会の中で一番、楽しくて、笑いあり、なみだあ

りの例会でした。

私がこの例会で成長したなと思うことは、フレッシュ、ジュニアの時にく

らべ、人の事を心から考えれるようになった事だと思います。投票で会長は

決まったけど、副会長の事ですごく悩みました。

候補の二人とはとても仲がいいので、どちらか選べと言われた時はすごく

いやでした。二人抜きで話してる時も、自分が意見言うのがこわくて、苦し

くて、でも逆に思えば、二人の事をこんなにも考えているミドルみんながい

い人と思いうれしくなりました。

ミドルのみんなでこんなに悩んだのは、初めてだったので、ミドルの仲が

もっともっと深まったようでした。

それから、自分が一番泣いたなと思うのはセレモニーです。リーダーのみ

んなとは３年間ずっと一緒にいたので、お別れするってわかっていてもリー

ダーから言葉をもらってる時うれしいはずなのに、泣いてしまって。やっぱ

り一番お世話になった人と、もうキャンプができなくなるのは本当にさみし

いし悲しいです。

だけど、これからは最上期生として、ミドルみんなでＤＡＣを盛り上げた

り、楽しくしていきたいなと思います。

すごくいい例会でした。



入 選

こども会の遠足

大野こども会 小学３年生 中垣 智菜

５月22日にこども会の遠足でいちごかりに行きました。わたしは、もうバ

スの中でウキウキワクワクしていました。でもざんねんながら雨でした。で

、 、もビニールハウスだからだいじょうぶと思ったら ビニールハウスから雨が

ポタポタとおちてきました。見てみると、すきまがありました。わたしは、

まっ赤ないちごをさがしました。いっぱいありました。わたしは、四本しの

ちゃんとまわりました。いっぱいとれてから食べる時は、べつべつで食べま

した。アイスを食べました。わたしはチョコをかけてから、こまかいカラフ

ルなチョコをパラパラとかけました。食べてからまたつぎはケーキを食べる

まえにデコレーションしました。でもやっぱりチョコとカラフルなチョコを

かけました。そして、ビニールハウスのまえで、みんなでしゃしんをとって

から公園でごはんを食べようと思ったけどやっぱり雨。バスの中でドラえも

んを見ました。そして、やっとやんでごはんを食べて、しのちゃんとあそび

ました。


