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弊社は、1912年に太田塗装店として甲府市舞鶴城近くの桜町に誕生しました。昭和48年に現在の蓬沢町に移転し、以
来この地にて建築仕上工事を行っています。「チャオチャオわいわいクラブ」は地域貢献として毎月1日、五味新聞店様のご協
力により玉諸地区へ3000部、山梨日日新聞の折り込みでお届けしています。どうぞお楽しみください。

創業110年の信頼と実績 塗装・リフォーム 太田工業株式会社 ☎ 0120-552-448

地域情報紙・チャオわいわいクラブ‼
太田工業株式会社
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玉諸小学校新校長先生のご挨拶
「不易」と「流行」
私は、この４月より校長として着任いたしました山本英寿
（やまもとひでとし）と申します。昨年度までの３年間は、
山梨大学教職大学院で学生を指導するなど教員の養成
および研修に携わって参りました。こうした経験を生かし、玉
諸小学校の魅力ある教育の推進と充実に取り組む決意で
あります。
玉諸小学校は、開校以来、輝かしい歴史と伝統が脈々
と受け継がれ、歴代の校長先生をはじめ教職員と保護者、
そして、地域の皆様の熱意と愛情により、本校の教育は充
実の一途をたどってまいりました。それらの積み重ねを支えに、
教職員と共に「知・徳・体の調和のとれた児童の育成を図り、
児童一人一人のよさと可能性を伸ばす」を学校教育目標
とし、具体的な指導目標を立てて、力を尽くしてまいりたい
と存じます。
さて、学校現場では、これまでも多くのことが変化し子ども
たちの周りを駆け巡ってきました。生活科・総合的な学習の
時間・外国語活動・特別の教科道徳・新型コロナ感染予
防対策・・・等々、日々新たなものが取り入れられてきまし
た。授業時数増加に伴い、２学期が８月最後の週から始
まったのも数年前からです。時代の変化に合わせ、学校行
事等も見直しをしてきました。プログラミング教育など今後も
更なる変化が予想される学校現場で、変化することのない
本質的なものはなんなのでしょうか？
教育現場で時々聞く言葉に「不易流行」があります。どの
ように時代が変わっても、決してその価値が変わらないもの、
私たちはこれを不易と呼んでいます。日本ならではの伝統

行事や文化は、まさに
「不易」であるといえま
す。一方「その時代の
移り変わりとともに変え
ていく必要があるもの」
を「流行」と呼んでいま
す。それでは学校教育
にとっての「不易」と「流

行」はどのようなものでしょうか。教育
における不易とは、社会で生きる学
力を付けさせること、豊かな人間性
を育むこと、自分の身を守る力を付
けさせること、つまり「知・徳・体」の
力をバランスよく身に付けさせることだ
と私は考えます。同時に、教育は社
会の変化に無関心であってはなりま
せん。「流行」に柔軟に対応していく
ことも教育に課せられた課題です。例えば、ICT教育や英
語教育、アクティブ・ラーニングなどへの対応についても、更
なる充実を図っていかなければなりません。
「不易と流行」という言葉は、 松尾芭蕉の残した言葉とさ
れています。「不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知ら
ざれば風新たならず」というものです。また芭蕉はこうもいっ
ています。「不易と流行のその基は一つなり」。両者の根本
は一つであるというものです。この言葉の意味は諸説ありま
すが、本質的なもの「不易」を追究するためには、常に変化
「流行」をしていかねばならないのであり、変化する（流行
を追う）場合も本質的なもの（不易）を踏まえていかねば
ならないと理解することができます。子どもたちを取り巻く環
境が速いスピードで変化しています。コロナ禍の中での新し
い学校生活様式も考慮に入れての教育活動となりますが、
玉諸小学校の教職員一同で「不易」と「流行」を十分に見
極めつつ、これをしっかり位置づけた教育活動を進めていき
たいと考えています。
子ども一人一人は、かけがえのない資質・能力を持った無
限の可能性を秘めた「宝」です。子どもたちは学校の「宝」
であることはもちろん、地域の「宝」でもあります。家庭・地域
の皆様との連携を密にして、そして職員一丸となって、この
「宝」である子どもたち一人ひとりのよさを引き出し、育て、
伸ばしていけるよう教育活動を推進してまいります。
今後とも昨年と同様に、玉諸小学校の教育活動にご支
援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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リフォーム情報

地域情報紙チャオチャオわいわいクラブは太田工業株式会社が取材・編集・発行をしています。
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創業110年の信頼と実績 太田工業株式会社 0120-552-448
屋根外壁防水塗装リフォーム

塗装工事をして頂くお客様全員へのサービス
「玄関回りの洗浄、門扉・玄関前の床の洗浄」

さらに選べるサービス
①外壁塗装のお客様にA・B・C いずれかをサービス
A 網戸5枚まで無料張替え
B 極上新潟産コシヒカリ10㎏
C 商品カタログ

②外壁＋屋根塗装のお客様にD・E・F・G
いずれかをサービス
D 台所の排水管の清掃
E トイレのクロスの貼替
F キッチンレンジフードの清掃
G 商品カタログで選ぶ豪華商品

お友達ご紹介特典：お友達がご成約されましたら
ご紹介者様に豪華お礼をお届けいたします。

創業110年の信頼と実績 住宅・事務所ビル・アパート・マンションの塗装・防水・リフォーム
お問合せ：太田工業株式会社 ☎ 0120-552-448

塗装工事をお考えのお宅に朗報‼

新1年生の可愛らしい黄色い帽子につい微笑んでしまいます。
春の交通安全運動が実施され、のぼり旗や街頭監視の方の姿に交通安全に対する気持ち
を新たにします。横をすり抜ける自動車に肝を冷やしたことのある人は多い事でしょう。突然道
を横切る歩行者に苛立った経験を持つ人も多いでしょう。運転者は歩行者でもあるのです。
相手の事を思いやる余裕があると事故にはならないとか。「どっちもどっち」「お互い様」こ
んな言葉をいつも胸に秘めておきたいものです。とにもかくにも、安全第一！

編集後記

玉諸エコクラブ 4月エコキャップの回収数 45,500個、寄付金額182円でした。【ワクチン参考価格：ポリオ約20
円、MMR約114円、BCG約4円、はしか約95円、DPT約9円、五価ワクチン175円です】
（今月のエコキャップ運動）上阿原新田自治会様、浅野るい様（上阿原）ご協力ありがとうございました。

創業110年・記念キャンペーン
キャンペーン期間：R3年4月26日～R3年12月31日迄



住所：山梨県甲府市上阿原町57-2 TEL：055-222-1687
定休日 日・月曜日 9:00～17:30 （商品がなくなり次第終了となりますのでご了承下さい）

「玉諸甲州きいろ香」は、七沢町と上阿原町
で収穫された甲州種を使い、シャトー・メルシャ
ンが商品化したワインです。このワインを練り込
んだ冷製チーズフォンデュがシャトーメルシャンの
直営店と、そのレストランで販売がされています。
地元での販売を当店「はなぱんだ」で行ってはど
うかとシャトーメルシャンよりお声をかけていただき
ました。当店では、ぶどうから天然酵母を抽出し
パンを焼いますので、地産地消として意味ある
事だと思い販売することに致しました。
玉諸甲州きいろ香はその名の通り香高いワイ
ンです。香りを出すために、原材料は生産過程
や収穫時期、収穫時間まで細かく管理し最高
の状態で仕込みから販売までを行っています。
その玉諸甲州きいろ香を練り込んだ風味豊かな
冷製チーズフォンデュを地域の皆様のお近くでご
紹介できますことを嬉しく思います。
フォンデュ豊かなほのかな酸味がワインにぴっ
たりです。どうぞ玉諸育ちのぶどうの恵みをご賞
味下さい。

ぶどう畑のパン屋さん hana pand
は な ぱ ん だ

三社みゆき祭り「水防祈願祭」 戦没者慰霊祭
令和3年4月15日（木）玉諸神社甲斐三之
宮境内において、太平洋戦争等の戦いで、尊い
命をおとされた玉諸地区の戦没者（九十柱）の
御霊に対し慰霊祭が行われました。

春の交通安全運動
南甲府交通安全協会 玉諸支部では、春の交通安全運動の一環として、交通安
全啓発のため地区内各所にのぼり旗を設置し、4月6日~15日まで、危険個所を
重点に街頭にて啓発活動を行いました。
コロナ禍、活動を自粛していますが、地域の皆様の安心安全を願っています。

南甲府交通安全協会 玉諸支部

令和3年4月15日（木）
甲斐三之宮玉諸神社「水防祈
願式」「御幸行列」 が甲府駅北
口よっちゃばれ広場藤村記念館
前で開催された後、「一之宮浅
間神社」「二之宮美和神社」
「三之宮玉諸神社」の三社がそ
ろって甲府盆地の「水防祈願」
のため甲斐市竜王の信玄堤に
て御霊の渡御と三社神社での
「川除祭」を挙行しました。

玉諸甲州きいろ香＆冷製チーズフォンデュ

ただ、塗り仕上げることだけでなく、それぞれの現場において何が求められているかを考
える力を育みます。

太田工業のSDGsの取り組み

すべての人に
健康と福祉を

住み続けられる
まちづくりを

質の高い教育を
みんなに

ジェンダー平等を
実現しよう

働きがいも
経済成長も

人や国の不平等
をなくそう

太田工業株式会社は持続可能な開発目標SDGsの推進に取り組んでいます。
小さな行動一つでも多くの人がその一つを行うことで地球規模で問題が解決して行けるのです。

地域の春をつげる御幸まつりや、自治会連合会の体育祭への協賛、毎月一回発行
の地域情報紙、開発途上国の子どもたちにワクチン提供を行うエコキャップ運動、AED
の設置、子ども110番の家、月に一度の会社周辺の清掃活動を通して住みよいまちづ
くりを推進しています。

男女関係なく採用を行います。女性が活躍できる環境を整え、女性活躍を推進
し女性が安心して働けるよう支援を行います。

最近、サステナブルとかSDGsって
言葉をよく聞くけれど、それって何？
どうすればいいんだろう？と思っている
方は大勢いるのではないでしょうか？
サステナブルとは「ずーっと続けていくこ
と」をいいます。
企業がサステナブルな社会の実現を目指して、様々なプロジェクトに
取り組み未来につなげる活動。そんなサステナブルな未来をつくるため
に作られたのが、SDGs（エスディージーズ）です。では、SDGsを簡
単にご紹介したいと思います。
貧困、紛争、気候変動、感染症。人類は、これまでになかったよう
な数多くの課題に直面しています。このままでは、人類が安定してこの
世界で暮らし続けることができなくなると心配されています。そんな危
機感から、世界中のさまざまな立場の人々が話し合い、課題を整理
し、解決方法を考え、2030年までに達成すべき具体的な目標を立
てました。それが「持続可能な開発目標(Sustainable Developm
ent Goals：SDGs）」で「17の目標」と「169のターゲット（具体
目標）」で構成されています。今回は17の目標をお伝えします。

1:貧困をなくそう 2:飢餓をゼロに
3:全ての人に健康と福祉を 4:質の高い教育をみんなに
5:ジェンダー平等を実現しよう 6:安全な水とトイレを世界中に

7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに 8:働きがいも経済成長も
9:産業と技術革新の基盤をつくろう 10:人や国の不平等をなくそう
11:住み続けられるまちづくりを 12:つくる責任つかう責任

13:気候変動に具体的な対策を 14：海の豊かさを守ろう
15:陸の豊かさを守ろう 16:平和と公正をすべての人に
17:パートナーシップで目標を達成しようです。

SDGsは、私たちみんなが、ひとつしかないこの地球で暮らし続け
られる「持続可能な世界」を実現するために進むべき道を示した、
ナビのようなものです。人類はいま、そのナビが示す方向に進めて
いるでしょうか？ そして、あなた自身はどうでしょう？
さまざまな社会の課題とSDGsとのつながりを知り、
「持続可能な世界を築くためには、何をしたらいいだろう？」
「SDGsの達成のために、自分はどんなことができるだろう？」
ひとりひとり、みんながそれを考えて、行動することが大切です。

2019年10月より外国人技能実習生を迎え入れています。
異文化交流を通してすべての人は平等であることを推奨しています。

大正元年の創業以来、建築仕上げ業として工事を請けたまわってきました。
環境に配慮した塗料や、抗菌・殺菌効果のある塗料や二酸化炭素（CO2）の排出
量を削減することや、工事現場周辺の環境保全に努めています。

～サステナブル・SDGsについて～

１段目の6つのゴールは、最も初歩的な、基本的人権や生活水準に
関連する内容で主に発展途上地域の課題ですが、日本にも貧困やジェ
ンダー不平等といった問題があり、先進国も含めてすべての国が当事
者として取り組むべき目標であります。

2段目のゴールは、経済的・社会的な豊かさに関する内容で、かつて経済
活動はコストの最小化・利益の最大化を目指していましたが、それは環境
破壊につながり、働く人にとって負担を強いている場合もあり「持続可能では
ない」ため、働く人にとっても地球環境にとっても望ましい、現代とこれからの
経済活動のあり方を追求する内容となっています。先進国にとっても開発途
上国にとっても、それぞれの段階で取り組むべき目標といえます。

3段目は、2つの内容について記載しています。最初の3つは地球環境に対
し、さらに踏み込んだアクションを記しています。最後の2つは、全ての目標を
達成する為に欠かせない「平和」と「パートナーシップ」を明文化しています。

太田工業では、建物などの外壁塗装や修繕工事を行っています。フロンやアスベス
トなどの大気汚染物質は、自社による環境に配慮した工法で施工を行います。 外
壁塗装や修繕を通して、健康で安全に暮らしていけるまちづくりに取り組みます。また、
廃棄物の管理を徹底し、環境上の悪影響の低減に取り組みます。


