心も体も成長するのを
見れる事がやりがい

瀧上 光 さん（30 歳）
職 業：保育教諭
出身地：倶知安町
趣 味：野球

ひかる

議会を傍聴する際には、受付票に氏名等を記入して投函してから傍聴席へお入り下さい。

なお、傍聴の際にお子さまをお連れの方は事前に議会事務局までご連絡をお願いします。

連絡先 議会事務局（直通）：0136－56－8016
メ ー ル ア ド レ ス：gikai@town.kutchan.lg.jp

第３回定例会は９月９日（月）から開会の予定です。

初めて 年長の 担任をも た

過ごしてきたのを思い出

編 集 後 記

町議会選挙後、新しい

「広報特別委員会 」が作

られました。

委員 は 原 田 芳男 、 小

川 不朽 、波方 真如 、田

中 義人 、作井 繁樹の５

名で構成され 、委員長に

原田 芳男 、 副委 員 長に

小川 不朽 が それ ぞ れ選

ばれ 、これから４年間の

議会広報を編集してい

きます。

議会の取り組みや活

動が活き活きと伝わる

ような議会広報を目指

して参りますので 、どん

どんご意見をお寄せ下

さい。進化する議会広

報、読みたくなる議会広

報を目指して取り組み

ますので、宜しくお願い

します。

（ 委員長 原田 芳男）
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せて頂き、卒園児 を出す立
場にな り緊張感があって戸
惑ったりしました が、他の
先生に助けてもら い三学期
まで過 ごし、卒園式の日に
は 、 ４月 か ら の 事 が 全 部 蘇

なかった倶知安の 住みやす
し、特に年少の時 にも担任

ってきて、みんな と一緒に

子 どもの 頃か ら小さ い子
さというか居心地 の良さを

んとこの子たちを見てこれ

ども が好き で年 下の子 の面

卒 業して初 めに保育所 の

たとい う達成感」が凄い思

を持っていたので 「入園か

中学・ 高校の 頃は野 球ば
臨時職員として働 いていた

い出に残っています。

改めて感じて、出来れば「倶

か りやっ ていて 将来の 事は
のですが、縁があって正職

保育教諭を目指す方へ

倒をよ く見て いた り歳が 一

考え ていま せんで したが 、

員とし て幼稚園で働くこと

多 分どんな仕 事でも大 変

ら成長 する姿を近くで見て

インタ ーンシ ップの 機会が

になり、内容も全 然違い、

な事や辛いことは 沢山ある

知安で働きたい」 地元なの

あ り、将 来の事 を考え た時

責任も変わり最初はとまど

と思います。それでも、そ

回 り離れ ている 妹が いて、

に「 あ～子 どもと 関わる 仕

ってい ました。保育所では

れも忘れるくらいという

いられた、無事卒 園出来て

事がい いのか な」と 思い実

ピアノを弾く機会 が少なか

か、吹っ飛んでい くくらい

で何か恩返しではない です

際 に幼稚 園に行 き、子 ども

ったので気にしていません

の楽しい思い出、やりがい

僕が６年生になる前に生ま

とか かわら せて頂 いて、 や

で したが 、
「実は、ピアノが

がすご く感じられる仕事な

良かったという安心感、み

っぱり 楽しい 事だな 、自分

苦手なんです。野 球ばかり

ので、自分のやり たい目標

けど何 か貢献出来たらよい

に とって 一番い いのか なと

やって ましたから」でも、

に持っ た事を諦めずに最後

れてそ の頃か らミル クをあ

思い 、進路 を考え た時に 保

やりが いを強く感じていた

まで取 り組んでいって、と

んなと 会えなくなる寂しい

育士・ 幼稚園 教諭を 目指す

ので、大変だけど やりたい

ても良い仕事なの でなって

なと 思いま した。

学 校を目 指し、 勉強し て短

仕事を しているのでその為

げ たり、 おむつ 交換を した

大に 進みま した。

くれたらと思います。
心に残るエピソード

組みま した。

に頑張 ろうと思い日々取り

元か ら離れ てみて 、高校 ま

２年間札幌で過ごし、地

地元に 帰って きたい

感じと、年長の一 年間ちゃ

年間過ごして気付か

たきがみ

実はピ アノが 苦手

で
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りし ていま した。

保育 教諭を 目指し た理由

町民の広場

議会を傍聴してみませんか？

議会は倶知安町役場庁舎 3 階の議場にて行われています。
（定例会は 3 月・６月・９月・12 月の年 4 回）

