「笑顔」と 「希望」 で元気なふ るさと に
富貴中学校 二年 中川 優 希斗
「 Keep smiling with hope.
希望を持 って明 るく笑顔 の絶えな い学校 に」 これ は、僕 たち
の中学校 の生徒会 目標 です。 「笑顔 で希望を持 って」と いう意味 です。 「笑顔」と 「希望」を
大 切 にした いと思 い、 「二人」 で力を合 わ して考え ま した。僕 が通う中学校 の生徒 は、 「二人」
です。だ から、他 の人と交流が少なく、さ び しく思う時 もあ りますが、何 より、もう 一人 の友達
と仲 が良 いので、楽 し い学校生活を送 って います。 こ のよう に、本当 に小さな学校だと思う かも
しれませんが、僕 には、大きな 希望 があ ります。それ は、大好きな 町 「富貴 」を 元気 にす る
こと です。
僕 は、こ の春、二年生 にな り、生徒会会長 にな りま した。僕 が、会長 に立候補 した理由 は、「富
貴 」は過疎化が進 ん で いて、 「富貴 」には、元気がな いよう に思え るから です。そんな中、学校
行事 を通 して、地域 の方 と触 れ合う中 で、 一緒 に こ の町を盛 り上げ られたら いいなと思 って いま
した。
僕達 の中学校 では、 地域 の方 と、触 れ合う機会 がたくさ んあ ります。 そ の中 で 「富貴 」 の良
さを学ぶ ことが できます。例えば、六月 に、 「ちまき作 り」があ ります。地域 の方 々にもお手伝
いして いただき、僕達 と 一緒 に造 ります。また、そ の作 ったちまきを、八十歳 以上 の 一人暮ら し
の方 々に配 ります。 地域 の方 々から、 「あ りがとう。」や 「い つもう れ し いわ。」などと声を か
け て いただくと、僕達 はが んば って作 ってよか ったなと思 います。
また、 六月 の中間 テ ストが終わ った後 には、 「ピカピカ作戦」を します。富貴中学校 の通学路
を歩き、落ち て いるご みを拾 います。拾 って いる途中、地域 の方 々にも会 ったりす る ので、 「こ
んにち は。」と話 しかけ ると、「こんにち は。」と笑顔 で返 してくれたりします。そんな時、僕 は、
改 め て、挨拶 の大 切さを実感 します。他 には、 「一汗運動」も します。『一汗運動』と は、神社 に
落ち て いるご みや葉 っぱ を掃除す る こと です。
夏休 み中 の 「平和学習」は、八十歳 以上 の方 に、戦争時 の体験を聞 かせ て いただきます。戦争
の悲 しさや辛さを学 ぶ ことが できます。さら に、福祉 セ ンターボ ラ ンテ ィア活動も体験 します。
そ こでは、お年寄 り の方 に、色 々な ことを お手伝 いさ せ て いただきます。僕達が行 くだけ で、お
年寄 り の方 は、 「笑顔」 にな る のを見 ると、 でき るだけ、触 れ合 いを大 切 にしたと思 います。
秋 の運動会 では、僕達 二人が紅白 にわ かれ て、地域 の方 々にも入 って いただきます。運動会 は
地域 の方 々と盛 り上がれ る行事 です。
こ のよう に、富貴中学校 の行事 は、地域 の方 々と触 れ合う ことが、 たくさ んあ ります。
だ から、生徒会 活動を通 して、これま で先輩方がや ってこられた ことを大 切 にしながら、さら
に、工夫を こら して行事 を計画 して いきた いと思 って います。また、地域 を盛 り上げ たり、お年
寄 りと の触 れ合 いの行事 も多 く して いきた いです。
僕 は、まず、初 めに、取 り組 ん で いこうと思 って いる のは、 「挨拶運動」 です。なぜなら、 こ
れま で の地域 の方 々と の交流を通 して、「挨拶」から 元気をもらう ことがたくさ んあ ったから で
す。また、僕 が、朝 早く学校 に来 ると、校長先生が、も み の木坂 の下 で立 って いてくれ、 「おは
ようござ います。」と い つも迎え てくれます。それ で、僕 は、 「 一日、が んば るぞ。」と いう気持
ち にな ります。
だ から、 「挨拶」を通 して、 「おはようござ います。」と大 きな声 で言うと、学校 も、 そ して
地域 も 元気 にな ると思 います。
「 Keep smiling with hope.
」
僕 の大きな希望― それ は、元気あふれ る学校 に、そして、ふ るさと 「富貴 」にす る こと です。
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