
　平成27年度ＰＴＡ会長を務めさ
せて頂くこととなりました。会員の
皆様方にはお忙しい中、PTA活動
へのご支援ご協力、本当にありが
とうございます。時々早朝及び夜
遅くに安城駅を利用する際、本校
の生徒を見掛けます。俺より遥か
に頑張ってるよなぁ～寝る時間あ
るのかな？と心配になり、思わず声
を掛けたくなります。しかし、怪し
いおじさんだと思われて逃げられて
しまいそうで躊躇しています。どう
ぞ、子供たちの小さな変化を気に
しつつ子供たちを温かく見守って
頂けましたらと思います。
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CLOVER Vol.52 　大変お忙しい中、寄稿していただいた皆さん、本当にありがとうございました。無事、
入稿できました。執筆された方々にはとても感謝しています。実は、皆さん直筆の感想を
封筒から取り出す瞬間が一番ドキドキしています。「もしも、お叱りの厳しい意見が書い
てあったらどうしよう……」等々。しかし今回も本当に素晴らしい直筆の文章ばかりで、
読んでいて、たくさんの元気を頂きました。皆さんのおかげで今後もＰＴＡ活動を一緒に
乗り越えていけそうです。ありがとうございました。
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報告 一日研修 絶望から再生への鉄道会社奮闘記! 
「鉄道歌劇養老シジェンヌ&お肌つるっと養老鉄道・薬膳列車の旅」と
日本三大稲荷おちょぼさん（お千代保稲荷神社）散策と奥の細道むすびの地散策 
～養老鉄道の食堂車で味わう、チカラのある薬膳列車フルコース～

鉄道の旅　第３弾！！鉄道の旅　第３弾！！
髙木　文 さん（3年保護者）

　梅雨空の中、お天気も味方をしてくれて、岡山先生との鉄道
の旅も今回で３年目です。普段、車での移動が多い私は鉄道で
旅する機会はなかなかありません。養老鉄道に乗って皆さんと楽
しく頂いた薬膳料理は、想像していたより癖もなく美味しかったで
す。曜日・料理限定で乗務員さんの鉄道歌劇は養老ジェンヌの
コスプレのみでしたが、全てが貴重な想い出となりました。お千代
保稲荷では、有名な玉屋の揚げたての串カツや、珍しい海老の
姿焼きを食べたり、役員仲間とお稲荷様に学園祭成功祈願をす
ることも出来ました。前年までとは違い少しのんびり出来た散策、
普段見ることが出来ない先生方の一面も見れて、色 な々保護者
の方とお話も出来る一日研修に参加出来て良かったです。あり
がとうございました。

楽しくて最高！
岡山先生の鉄道の旅！！
楽しくて最高！
岡山先生の鉄道の旅！！
簗瀬　幸子 さん（2年保護者）

　今年も楽しみにしていた研修旅行。少し心配なお天気
での出発でしたが、雨も降らず気持ちの良い旅になりまし
た。最初は大垣の歴史を感じさせる、奥の細道むすびの地
記念館。そして、養老鉄道薬膳列車の旅。列車に揺られ
ながらの薬膳料理は珍しい物もあり、車中での会話も弾み
ました。お千代保稲荷では、おちょぼさんに揚げをお供えし
てお参り。お楽しみの食べ歩き散策では色々な名物を頂き
ました。この旅行では皆さんと仲良くなることができ有意義
な時間を過ごせました。これからのＰＴＡ活動がとても楽し
みです。参加させて頂き本当にありがとうございました。

また行きたいと思える旅また行きたいと思える旅
近藤　裕子 さん（2年保護者）

　昨年に続き、岡山先生と行く鉄道の旅に参加し、楽しい一
日を過ごす事ができました。出発前に校長先生が「芭蕉館に
行ったら、なぜ芭蕉が東北まで行ったのか、その理由を考えな
がら見学してきて下さい」とアドバイスして下さいました。隠密
説等、謎も多いですが、一番有力なのは、なんと芭蕉が敬愛
する先輩俳人が句を詠んだ地に行って、自分も句を詠んでみ
たいという理由だったそうです。一気に親近感がアップしまし
た。そして次に体験した養老鉄道での薬膳料理はデトックス
効果絶大！とても健康になれました。そしてお千代保稲荷、こ
こはお祭りみたいに賑やかで、楽しくゆったり散策することが
できました。私にとって本当に有意義な旅となりました。

鉄男先生と
お千代保稲荷散策の旅
鉄男先生と
お千代保稲荷散策の旅
下原　千桂子 さん（1年保護者）

　ＰＴＡ総会で岡山先生から「養老鉄道・薬膳列車の旅」の話を
聞き、以前からお千代保稲荷にも行ってみたかった私は、すぐに
申し込みました。当日の朝、バスの中で挨拶された岡山先生は、
まるで本物の車掌さん。岡山先生の楽しいガイドで向かったの
は、「奥の細道むすびの地記念館」。古典に疎い私でも芭蕉の
気分を味わうことができました。空腹感を感じた頃、人生初、鉄道
食堂車での食事を頂きました。自然の食材を生かした薬膳料理
はとても美味しく、健康になれた気分でした。お千代保稲荷では、
隣席の吉岡さんと一緒に三角の油揚げを奉納しました。その後
は、串かつや大学芋を食べ歩き、楽しくゆったり散策できました。
鉄男先生、役員の皆さん、ありがとうございました。

　初めてのＰＴＡ１日研修旅行に参加しました。初めはとても
不安でしたが、大変楽しく充実した時間を過ごすことができま
した。薬膳料理も初めて食べましたが、想像より遙かに美味し
かったです。思ったよりも列車が揺れたので、少し食べるのに
苦労しましたが、それもよい思い出の１つです。料理に付いて
いた「スギナ茶」を、お肌すべすべ、飲むだけで痩せると聞き、
速攻で購入（笑）みなさんも購入されていました。次に立ち
寄ったお千代保稲荷では、たくさんの試食とお買物がゆっくり
できて、手には持ちきれないほどのお土産になりました。不安
だった旅行も終わってみれば、あっという間。こんな楽しいＰＴ
Ａ活動を行っている安城学園はとても素敵な学校だと改めて
感じた旅行でした。

仲良くなれた研修旅行仲良くなれた研修旅行
木村　由香 さん（1年保護者）

　山盛先生の「旅と鉄道」を選択する程の、鉄ヲタ長男を育て
た私は、岡山先生のＰＴＡ研修旅行を楽しみにしている一人で
す。奥の細道むすびの地記念館では、ダイジェストで巡る３D映
像での芭蕉の旅を満喫。しかしながら養老鉄道の薬膳列車に
おいては、ご父兄や先生方と薬膳料理を頂きながらの楽しい
歓談にすっかり夢中になってしまい、車窓に流れる風景や鉄道
旅行の風情を堪能する時間もなくあっという間に終点の揖斐
駅に到着してしまいました。満腹になっていたはずの私たちは、
お千代保稲荷でも串カツや、どてを頂き、おしゃべりも弾みまし
た。帰りの車中でのビンゴ大会に至っては、まるで修学旅行の
様に盛り上がりました。薬膳にも勝るご父兄のパワー！最後の
一年となる役員活動にチカラをいただきました。企画支援いた
だいた役員さん、先生方、ステキな旅をありがとうございました。

薬膳に勝る父兄パワー薬膳に勝る父兄パワー
栃折　奈己 さん（3年保護者）
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　昨年は、吹奏楽コンクール・マーチングと大きな２つの大会で全国大会に出場することができ、大変
充実した一年でした。高い目標を掲げ、それに向かい努力する生徒たちと、それに真剣に向き合い熱く
ご指導くださった先生方、多大な協力を惜しまず後押しをしてくださった方々のおかげで、このような素晴
らしい一年を送ることができたと感謝しております。子どもたちが喜んだり楽しんだりする姿を見ることが、
私の喜びであり楽しみでした。また、子どもたちが悩んだり行き詰まったりした時、子どもたち自身の力で
乗り越えることができる様に見守り支えることが、私の成長となりました。今年もまた子どもと共に大いに
喜び成長できる一年であればと願っています。
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　今年で３回目のケーキ作りです。４月から私
達３年役員は、「学園祭のケーキは何を作る？こ
こ最近バター不足だよ…手に入る？」から話し
合いが始まり、学校の調理室をお借りして試作
を繰り返して来ました。ケーキ練習会当日、バタ
バタしながらも、１・２年生のお母さん方と、予定
した１０種類のお菓子を作ることが出来ました。
まだ温かいお皿いっぱいのお菓子を試食しな
がら、「ショコラケーキ美味しい、クッキーちょっと
焦げた！！」という声が飛び交い、笑いあり反省あ
りの楽しい会になりました。学園祭では心を込
めて美味しいケーキを焼いて待ってます。ぜひ
御来店下さいね。

小宮　佳子さん（3年保護者）

　昨年もケーキ作り講習会に参加させて頂き、今
回は２回目の参加でした。学年の違うお母さん達と
一緒に、準備して頂いたレシピを確認しながらケー
キを作りました。焼く時には「膨らむかなぁ」とドキド
キワクワクしながらオーブンを見て、少しずつ膨らん
でくると小さくガッツポーズ！！出来上がったケーキを
試食すると、どのケーキも美味しく満足いくものでし
た。学園祭当日には、たくさんの方に食べに来て頂
けるように心を込めた精一杯のケーキを作りたいと
思います。

杉山　豊子さん（2年保護者）
　自宅でも思い立った時にお菓子を作ったりして
いますが、講習会の様な大人数でケーキを作った
りするのは初めてでした。事前に材料など下準備し
ていただいたこともあり、２・３年生の役員さんに教
えていただきながら、ほんの２時間ほどで、たくさんの
種類のケーキが焼き上がり、そのスピードと量に改
めて大人数のパワーを感じました。学園祭の時に
は今回の何倍ものケーキを焼き上げるそうですが、
この皆のパワーがあれば、きっと大丈夫！！
皆さん是非、美味しいパワー
☆ケーキを食べに来て
下さいね。

安部　郁子さん（1年保護者）

土田　靖子さん（3年保護者）

中野　慎子さん（3年保護者）

父母の会取り組み

白金　さおりさん
（3年保護者）

得るもの尽きない日々

安学陸上部、みんな良い子だよ！

女子バスケ
ットボール

部

陸上
部

吹奏
楽部
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　今年も学園祭に色とりどりのクラフト小
物が並ぶ予定です。その一つに肩たたき
棒なる小物があります。長さ５０cm、径が４
cmほどの筒状の布小物で、手にとると少
し硬いのですが、肩をたたくと心地よい。そ
んな中身が詰まっています。実は中に入っ
ているのは広告紙を細く細く丸めた棒。そ
れらが２０数本入っています。多くの人がそ
の中身を知ると「へふぇ～！(笑）」と少しびっ
くりしてくれます。他の小物もそうですが、限
られた予算や時間の中で工夫し、手間をか
け、一つ一つ手作りしています。と言うと
少々重い印象ですが、実際はみんなで集
まってワイワイ楽しくやっているんですよ！当
日はぜひその”工夫”と”楽しさ”を手に取っ
てご覧になってください。

   毎年、七夕祭りの沿道を彩るサルビア。その植え付けの季節となり、今回初めて作業のお
手伝いをしました。いつもお世話して下さっている町内の方々のご指導・ご協力のもと、ＰＴＡ
役員や保護者の皆さんが連携し、テキパキと作業が進められ、短時間で終了することが出来
ました。途中から小雨が降り始めましたが、手早い作業のおかげで濡れる前に終わり、手際の
良さには秘かに感動しました。沿道に並ぶ赤いサルビアが、今から目に浮かびます。夏の風
物詩を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。

神谷 里子さん（2年保護者）
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　３年連続で全国大会へ出場することが決まりました。金子先生や加
藤先生、玉越先生が早朝より夜遅くまで、休日も返上して、常にチーム
のことを考え指導していただいたおかげだと感謝しております。県大会で
はヒヤヒヤする場面が多くて、どうなることかと心配しましたが、コートに立
つ生徒、応援席で声援を送り続けた生徒達、応援に駆け付けてくれた
先輩方、そして父母会の皆様、皆が一丸となって戦った成果だと信じて
います。インターハイでも皆が一つになり、同じ目標に向かって精一杯頑
張って、悔いの残らない試合をしてほしいと思います。心一つに頑張れ！

　陸上部のみなさん、東海大会おつかれさまでした！最後まで諦めず頑
張る姿、闘争心に火がついた瞬間、集中してるかっこいい顔、キラキラ
した笑顔。みんな、とても素敵でした。頑張っている人には自然と応援し
たくなるものです。大会の最後には、いてもたってもいられず、陸上部応
援団におばちゃん１人混じって声を出させていただきました。仲間に入れ
てくれてありがとう！安学陸上部に入部して、あっという間に３年目。いろ
んな方にお世話になり、みんなに支えられていることを深く実感していま
す。７月末からインターハイです。安学らしく、明るく元気に輝いてきて下
さい！応援しています！また一緒に大きな声を出しちゃおっかなー。

和田  晴美さん
（3年保護者）

サルビア街道づくり

心一つに！

学園祭準備中

安城七夕まつり 準備中

クラフト作り

ケーキ作り

　
　
　多
くの
皆さんが笑顔で大活躍中！　　

　
　
　
　多
くの
皆さんが笑顔で大活躍中！　　

　

保護者の皆さんの出会いと活躍の場として、
多彩な行事を設けています。

生徒たちと、学校と、そして保護者同士の交流を
深めながら、多くの経験を共有しましょう。
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