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【【【【在籍在籍在籍在籍261261261261名名名名】】】】

３０ 32 46① ② ③① ② ③① ② ③① ② ③

54 47 52④ ⑤④ ⑤④ ⑤④ ⑤ ⑥⑥⑥⑥

！！！！〒〒〒〒 大仙市協和境字岸館大仙市協和境字岸館大仙市協和境字岸館大仙市協和境字岸館019-2411 37 文責文責文責文責 :::: 山崎 敏山崎 敏山崎 敏山崎 敏 未来未来未来未来をををを見見見見つめつめつめつめ チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジだだだだ

☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺晴天晴天晴天晴天にににに恵恵恵恵まれまれまれまれ スキースキースキースキー教室実施教室実施教室実施教室実施

地元「協和スキー場」で、今年度のス
キー教室が行われています。

１月２４
日(木)は高
学年 が 、３
０日(水)は

中学 年 が、
ふる さ と協
和の 豊 かな
自然 の 中で

スキーの楽しさを存分に味わうことがで

きました。両日ともよい天気に恵まれ、
コンディションは最高でした。

また、お父さん・お母さん方には、指１月２４日(木) ５・６年
導者・スキー運搬・昼食のお世話・荷物１月３０日(水) ３・４年
の管理など沢山のご協力をいただきまし於：協和スキー場

た。
おかげさまで子どもたちは、安全にたっぷりと滑ることができ、どの子もずいぶんと上達した様子が見ら

れたように思います。お忙しい中、ご協力いただきまして本当にありがとうございました。

【【【【高学年高学年高学年高学年】】】】

①ゲレンデで出

会ったグループ

②リフトに乗って

【【【【中学年中学年中学年中学年】】】】

③まずは準備運動

！ ！④上手 上手

、 。 。しめくくりは２月７日(木) いよいよ１・２年生の出番です 次もいい天気になりますように … 祈 …

インフルエンザ

の流行についても

ご心配をおかけし

今冬の大雪については、平成１８年 ております。

の豪雪を上回ると報道されています。 先週末( 、1/31

学校もすっかり雪に覆われてしまい )３年生を学年2/1

ました。校舎は頑丈な造りなので何と 閉鎖としたところ

もないのですが、屋根に積もった雪が 今週になって減少傾向が見られるもの

ところどころ雪庇となってせり出して の、まだまだ油断できない状況です。

いる様子が見られるようになったので 今後も、手洗い・うがい・マスク着

子どもたちが通る部分については、危 用・きちんと食事・たっぷり睡眠 な

険のないように１月３０日と２月１日 どしっかり対策をして、予防に努めて

に雪下ろしをしてもらいました。 いきたいものです。

インフルエンザ罹患児童数これで一安心なのですが、まだまだ

降雪は続くと思われますので、子ども

たちには、引き続き安全指導を徹底し

てまいります。

通学路の状況等についても、お気づ

きの点がございましたら、お知らせく

インフルエンザの診断 即学校にご連絡くださいださるようお願いいたします。 ·
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第５回 ブラスバンド部定期演奏会

創部５年目となる本校ブラスバンド部の定期演奏会が２月３日(日)、本
校体育館で開催されました。

今年度、協和小学校ブラスバンド部は、数々の栄誉を獲得することがで

きました。これも偏に、保護者会の方々をはじめ、関係の皆様方のご支援
の賜です。心から御礼を申し上げます。

まもなく今年度の活動をしめくくることになりますが、次年度以降もす
てきな演奏をたっぷりと聴かせてくれることでしょう。

部員たちのがんばりをたたえるとともに、さらなる精進を期待したいと

思います。
！＊ ブラスバンド部は、１０日(日)仙台市市民会館で開催される「アンサンブルコンテスト東北大会」に出場します。かんばれ

スキー部の活躍
大曲仙北小中学校大曲仙北小中学校大曲仙北小中学校大曲仙北小中学校スキースキースキースキー大会大会大会大会

（（（（２２２２月月月月２２２２日日日日～～～～４４４４日日日日））））

冬休み中も熱心に練習を重ねてきたス
キー部が本番の大会に臨み、一人一人が
精一杯の走りを見せてくれました。

＊ 結果は、下「２月の全校集会」に記載

今回今回今回今回もももも、、、、子子子子どもたちのがんばりをどもたちのがんばりをどもたちのがんばりをどもたちのがんばりを、、、、たくさんたくさんたくさんたくさん紹介紹介紹介紹介することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。２月の全校集会
「 」 「 」① はじめのことば ② 表彰 ③ ２年生の発表 詩 かぜひきこぎつね 歌と演奏 ぷっかりくじら

④ 今月の歌「この星に生まれて」 ⑤ おわりのことば

大曲仙北児童生徒書き初め展

硬筆の部 特選 １年：五○日○

金賞 １年：加○颯○ 豊○聖○ 長○大○ 武○遥○ 後○倖○ 佐○木○ 佐○真○ 鈴○夢○

２年：熊○東○ 佐○拓○ 進○光○ 豊○梨○ 橋○楓○ 柳○未○ 山○望○

半紙の部 金賞 ３年：進○瑞○ 畠○朱○ 進○巧○ 加○美○ 中○美○

４年：長○一○ 進○百○ 橋○心○

５年：石○裕○ 後○優○ 豊○翔○ 鈴○仁○ 武○怜○ 山○遊○ 菅○知○ 鈴○優○

６年：伊○澪○ 斉○エ○ 菅○里○ 茂○佳○ 橋○琉○ 加○美○ 斉○真○ 佐○信○ 佐○瑠○

自由課題の部 金賞 ２年 山○望○

秋田県児童生徒美術展

優良賞 ２年：進○光○ ３年：進○巧○ 今○茉○ ４年：藤○冴○ 武○竣○

佳 作 １年：柳○都○ 髙○瑠○ ２年：佐○一○ ５年：鎌○美○ 高○花○ ６年：菅○里○ 佐○信○

児童生徒県南美術展

奨励賞 ２年：後○快○ ３年：高○大○ ５年：加○大○

入 賞 １年：伊○天○ 五○日○ ２年：柳○未○ ３年：中○美○

４年：進○こ○ 髙○大○ ５年：豊○亮○ ６年：斉○真○ 伊○文○

女子の部 第３位 茂○佳○渡部忠杯秋田県小学生ソフトテニスインドア大会

２部優勝 協和バレーボールスポ少三種招待スポーツ少年団バレーボール交流大会

準優勝 協和バレーボールスポ少 （全県大会出場権獲得）全県新人小学生バレーボール選抜大会県南ブロック予選大会

準優勝…深○謙○ 進○叶○ 豊○亮○ 進○凌○ 村○友○ 優秀選手賞…進○叶○大仙北スポーツ少年団柔道錬成大会

大曲仙北小中学校スキー大会

【アルペン競技】 １･２年男大回転 ３位 斉○大○ ６年男大回転 １位 伊○澪○ 小男回転 ６位 伊○澪○

【クロスカントリー競技】１･２年男1.5 １位 髙○和○ ４位 斎○恭○ ５位 加○大○


