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校長
８月１２日、創立１４０周年記念式典・タイムカプセル封入式
を盛大に挙行することができました。
卒業式等で来賓としてお越しいただいている皆様に加え、佐和
田行政サービスセンター長・近藤信子様、功労者表彰の萩原弘様
(八幡桐ダンス学習)、金子邦朗様(見守りボランティア)、本間正
博様(八幡人形学習)、本間ますみ様(ペットボトルアート学習)、
分館来賓様､第一松寿会会長様､歴代育成会長､ＰＴＡ会長､校
長・旧職員の皆様､青年会会長等､多くのご来賓の皆様からお越し
いただきました。お忙しい中、本当にありがとうございました。
タイムカプセル封入式では、学年代表の鶴間さん、本間さん、
鶴間さん、平山さん、梶田さん、池田さんがタイムカプセルに入
れた作文を朗読し、参加者からは歓声や感嘆の声がわき起こりま
した。特に、鶴間さんが語った「わたしが思う八幡の自慢は、地
域の人です。例えば、後藤孝治さん、本間浩さん、遠藤久昭さん
です。」の部分は、大いに盛り上がりました。１００周年記念式
典でもタイムカプセルとして利用した「あゆみ」石碑に封をした
際の感動と大きな拍手は、忘れることができない大切な思い出に
なりました。創立１５０周年に向けて、学校・児童・保護者・地
域が新たな一歩を確実に歩み出したことを強く感じました。八幡
小学校の児童が充実した学校生活を送ることができるように、決
意を新たにする１日になりました。

近藤 信子様
萩原 弘 様
金子 邦朗様
本間 正博様
本間ますみ様
計良 勇一様
後藤 孝治様
本間 攻様
稲辺 茂樹様
本間 重典様
若林 俊男様
小泉 豊信様
池田 雄彦様
伊藤 喜一様
本間 秀雄様
新発田 靖様
本間 救 様
本間 俊一様
本間 康弘様
若林としみ様
本間 浩 様
後藤 雅之様
後藤 五男様
中村 毅 様
中川 昭一様
清水 義明様

山崎

遠藤 久昭様
本間東三夫様
大林 和昭様
大林美由紀様
磯西 勉 様
本間 正義様
石井 京介様
高橋 政臣様
池田 高明様
計良 雅章様
若林 俊孝様
渡邉 一哉様
本間 雅人様
梶田 和明様
吉田 邦民様
本多アヤ子様
山口 学 様
庄山佳代子様
土屋 隆子様
近藤 洋子様
仲川 康子様
北川 康子様
中村亜佐子様
村田 恵子様
千田 哲資様

マラソン大会にかかわる道路使用についてのお知らせ
マラソン大会 ９月３０日(土) 下学年８：５５～ 上学年９：１５～
＊雨天予備日 １０月３日(火) 下学年１０：４５～ 上学年１１：０５～
第１回試走 ９月１２日(火) １０：３０～１１：１５ ＊雨天予備日１３日(水)
第２回試走 ９月２２日(金) １０：３０～１１：１５ ＊雨天予備日２５日(月)
＊右の地図の線の部分がマラソンコースです。ご迷惑をおかけいたします。

勝之

八幡小

６年女子５０ｍ平泳ぎ １位 本間さん
６年女子５０ｍバタフライ １位 池田さん
６年女子 200ｍ個人メドレー ２位 池田さん ６年女子５０ｍ背泳ぎ ４位 稲辺さん
６年女子２００ｍメドレーリレー ２位 稲辺さん・本間さん・池田さん・石井さん
６年女子２００ｍリレー
３位 池田さん・石井さん・稲辺さん・本間さん

１年 学年代表

３年 学年代表

５年 学年代表

１年 学年代表

３年 学年代表

５年 学年代表

がんばったことが二つあります。
一つ目は、プールです。顔をつけ
ることをがんばりました。二つ目は
生活科です。草花遊びでピーピー
エンドウを作りました。音が鳴って
うれしかったです。夏休みは、勉強
をがんばりたいです。

２年 学年代表

がんばった一つ目は書写です。
｢日｣の二画目の折れは、横画は
細く、縦画は太くしました。２学期
は、曲がりに気を付けます。二つ
目は、バッチリノートです。習って
いないところも予習して、計算が得
意になりました。三つ目は、水泳で
す。恐くて顔を水につけることがで
きませんでしたが、クラゲ浮きがで
きるようになったので、地域プール
で練習して、泳げるようになりたい
です。
楽しかったことが二つあります。
一つ目は、運動会です。力一杯
応援できました。来年は、応援団
長になりたいです。二つ目は、岩
谷口民泊です。弘法の投筆や竜
眼 の 池 等の 名 所 を見 ました。ま
た、今年は５０ｍを泳げるようにな
りました。２学期もいろいろな体験
をしたいです。

４年 学年代表

６年 学年代表

がんばりたいことが二つあります。
一つ目は、漢字です。漢字を間違え
ないように正しく書きたいです。二つ
目はマラソン大会です。３位がとれる
ようにがんばります。お父さんとグラ
ウンドで練習します。
２学期は､この二つをがんばります。
がんばりたいことの一つ目は「ドレミ
の歌」を木琴で上手に弾くことです。
ピアノで練習し、ドミミミソソレファファ
ラシシのところを早く弾けるようになり
たいです。二つ目は、マラソン大会で
す。昨年３位だったので今年は走っ
て体力をつけ、１位をとりたいです。
三つ目は、文化祭です。たくさんの人
の前で大きな声ではっきりと発表でき
るように、地域の人への挨拶や授業
中に分かったことを大きな声ではっき
り言えるようにがんばります。
がんばりたいことの一つ目は陸上
練習です。夏休みは体調が悪かった
ので、２学期は一生懸命走りたいで
す。運動会の１００ｍ走では１位にな
れたので、もっと速く走れるようにが
んばります。二つ目は、宿題です。１
学期の後半のように、算数や国語の
宿題もがんばります。楽しい２学期に
します。

大きな声での元気な挨拶をがんばりまし
た。友達や先生も笑顔になりました。うれ
しい気持ちになりました。次は、町探検で
す。歩くのは大変だったけれどがんばりま
した。一番楽しかったのは、学級で海に行
ったことです。私がいつもお父さんや妹と
一緒に遊んでいる海でした。大きい魚や
小さい魚、いろいろな貝を見つけました。
海はとても楽しいから、夏休みもたくさん
行きたいです。
がんばった一つ目は登山です。ドンデン
山荘で休憩し、おいしいご飯を食べまし
た。ドンデン池が広くてびっくりしました。ド
ンデン山の山頂まで登りました。二つ目は
図工の「トントンつないで」です。ノコギリや
金槌でネコの鼻や耳を工夫し、可愛く作れ
てよかったです。２学期は、マラソンなどを
がんばりたいです。
がんばったことの一つ目は運動会のラ
ジオ体操です。指揮台の上で体操するの
で緊張しましたが、間違えず、大きな動き
でやれました。二つ目は水泳です。はじめ
は、５ｍしか泳げませんでしたが、手のか
きやバタ足、息継ぎのコツをつかんで５０
ｍ泳げるようになりました。これからは、字
を書く姿勢に気を付けたいです。夏休み
は、お母さんの手伝いを毎日することをが
んばりたいです。

２年 学年代表

がんばりたいことの一つ目は、かけ
算です。九九を早く覚えるために毎
日家で、一の段から九の段まで言う
練習をしたいです。二つ目はマラソン
大会です。昨年は、練習では１位だっ
たけれど、本番では２位でした。今年
はがんばって練習し、絶対に１位に
なりたいです。この二つをがんばっ
て、かっこいい２学期にしたいです。

４年学年代表

２学期の目標の一つ目はマラソン大
会でがんばることです。体力があまり
ないので、もっとたくさん走ったりトレ
ーニングしたりして体力をつけたいで
す。二つ目の目標は、自学をたくさん
やることです。１学期は少ししかでき
なかったので、毎日、漢字練習や復
習をして、テストでよい点がとれるよう
にしたいです。

６年学年代表

２学期のめあての一つ目は、早く
書いても雑な文字にならないことで
す。早く書くとどうしても雑な文字にな
ってしまうので、焦らないで書きたい
です。二つ目は仕事を忘れないこと
です 。委 員 会 活 動 など も 忘 れ た の
で、下学年を引っ張れるようにしたい
です。２学期は、特にこの二つをがん
ばりたいです。

