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「楽しく・安全に」 今年度のスキー教室が終了しました
２月５日(水)、１・２年生のスキー教室が行われ、今年度のスキー教室は全学

年終了です。
、「 」「 」「 」「 」 、どの学年にも スキー運搬 実技指導 荷物の管理 昼食のお世話 など

たくさんの保護者のみなさんのご協力をいただきました。広いゲレンデで、しか
も自然の中での学習ですから、職員の力だけではどうしても行き届かないところ

がありますが、多くの方々のご協力のおかげで、楽しく・安全に実施することが
できました。お忙しい中、本当にありがとうございました。心から御礼申し上げ

·ます。 スキー置き場・集合場所の目印「わっち幟」が、とてもよく目立ってました！

1/29(水) ３・４年生 ２/５(水) １・２年生
高学年の時 しめくくりは低学年

よりも、スキ です。
ー場は混み合 気温が低く、吹雪模
っていたよう 様の天気でしたが、み

ですが、今回 んな元気に滑り、スキ
もたくさんの ーの楽しさを大いに味
保護者の方々 わうことができまし
にご協力をい た。
ただき、スキ 初めてリフト

ーの運搬も、 に乗ったという
実技も、昼食 子もいましたが、

も順調に進めることができ みんなすぐに慣
ました。 れて、とても上

天気が心配されましたが 手に滑れるよう
昼頃からは太陽が顔を出し になりました。

気持ちよく楽しく滑ること

！！！！ができました。 上上上上：：：：おっとっとおっとっとおっとっとおっとっと 危危危危ないないないない

！！！！上上上上：：：：リフトリフトリフトリフト乗乗乗乗りりりり場場場場でででで 下下下下：：：：みんなみんなみんなみんな上手上手上手上手になりましたになりましたになりましたになりました 下下下下：：：：いいぞ いいぞいいぞ いいぞいいぞ いいぞいいぞ いいぞ

（2/1～2/3 たざわこ）大曲仙北小中学校スキー大会

郡スキー大会に出場した協和っ子たちが大活躍しました。 県の高校生助
競技がはじまった２日は雨・最終の３日は濃い霧がかかり 手派遣プログラ

あいにくのコンディションとなりましたが、選手一人一人が ムにより、３名

精一杯がんばり、最後の男子リレーでは、Ａチームが３位・ の高校生が、先
Ｂチームは６位に入賞するという好成績で大会を終えること 生方の助手とし
ができました （大会結果の詳細は、裏面をご覧ください） てがんばってい。

( まで)選手のみなさん、ご協力いただいた保護者のみなさん、本 ます。 2/14

当にお疲れ様でした。

郡内の学校から、インフルエンザによる
学年閉鎖等の情報が多数届いています。

今日( )現在、本校では、罹患(疑)が2/6

。 、２名となっています このことに関連して

昨日付けで文書を発出しておりますので、
ご確認の上、各ご家庭でのご配慮をよろし
くお願いいたします。

裏面もどうぞ
TEL : 018-881-6868 FAX : 018-892-3927 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ky-kyouwasyo/ ky-kyouwasyo@edu.city.daisen.akita.jp�
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たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの表彰表彰表彰表彰 １１１１年生年生年生年生のすてきなのすてきなのすてきなのすてきな歌歌歌歌とととと演奏演奏演奏演奏 2222////4444((((火火火火))))２月の全校集会 ＆＆＆＆

１１１１．．．．はじめのことばはじめのことばはじめのことばはじめのことば
２２２２．．．．表彰表彰表彰表彰
【大曲仙北児童生徒書き初め展】

硬筆の部 金賞 １年 斉○亘○ 進○愛○ 小○咲○ 加○仁○ 加○寧○…
小○靜○ 小○優○ 今○空○ 佐○真○ 鈴○映○

２年 上○あ○ 鈴○夢○ 柳○都○…
半紙の部 金賞 ３年 山○望○…

４年 進○瑞○ 畠○朱○ 松○萌○ 進○巧○ 進○瑠○…
小○こ○ 進○綾○ 中○美○ 渡○由○

5年 佐○孔○ 進○も○ 長○一○ 進○百○ 髙○あ○…
6年 豊○翔○ 小○温○ 山○遊○ 小○舞○ 高○花○…

自由課題の部 金賞 ３年 山○望○ 6年 山○遊○… …
【秋田県児童生徒美術展】

優良賞 ３年 進○光○ 武○優○…
佳 作 １年 進○環○ 今○空○ ２年 佐○雫○ 菊○一○ ４年 小○崚○ 千○将○… … …

５年 進○結○ 堀○向○ ６年 豊○亮○ 豊○眞○… …
【全国児童画コンクール】

入選 3年 照○拓○…
【全日本アンサンブルコンテスト秋田県大会】

金賞 金管打楽器八重奏 石○裕○ 小○温○ 田○麻○ 山○遊○
小○舞○ 佐○理○ 鈴○優○ 高○花○

金賞 金管打楽器八重奏 秋○凜○ 五○海○ 鎌○康○ 森○歩○
高○薫○ 佐○耀○ 進○光○ 堀○向○

【大仙北スポーツ少年団柔道錬成大会】
準優勝 協和柔道スポ少 優秀選手賞 進○凌○

【桃豚チャレンジカップドッジボール大会】
オープンの部 第４位 協和ドッジボールクラブ

【太田地域交流スキー大会】
スーパヒートの部 小学１・２・３年男子 第１位 斉○亘○
スーパヒートの部 小学１・２・３年男子 Ｊｒレーシング 第１位 斉○大○

【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 伊○天○ 3年大回転 2位 斉○大○

6年大回転 2位 豊○眞○ 6年回転 2位 豊○眞○
□ クロスカントリー

１・２年男１．５ｋｍ 1位 長○大○ 4位 斎○倫○
３年男２ｋｍ 1位 髙○和○ 5位 斎○恭○
４年男３ｋｍ 1位 髙○颯○ 4位 佐○銀○ 5位 進○巧○
３年女２ｋｍ 1位 伊○杏○
５年女３ｋｍ 1位 柳○蘭○ ２位 伊○光○
下学年リレー 1位 髙○和○ 斎○恭○ 加○大○ 4位 伊○杏○ 長○大○ 斎○倫○
男子リレー 3位 豊○翔○ 髙○璃○ 加○大○ 6位 髙○颯○ 佐○銀○ 進○巧○

３３３３．．．．学年学年学年学年のののの発表発表発表発表 １１１１年年年年 ………… 鍵盤鍵盤鍵盤鍵盤ハーモニカハーモニカハーモニカハーモニカ演奏演奏演奏演奏「「「「ぶん ぶん ぶんぶん ぶん ぶんぶん ぶん ぶんぶん ぶん ぶん」」」」 歌歌歌歌「「「「世界世界世界世界がひとつになるまでがひとつになるまでがひとつになるまでがひとつになるまで」」」」
４４４４．．．．高校生助手高校生助手高校生助手高校生助手のののの紹介紹介紹介紹介
５５５５．．．．今月今月今月今月のののの歌歌歌歌 「「「「このこのこのこの星星星星にににに生生生生まれてまれてまれてまれて」」」」
６６６６．．．．おわりのことばおわりのことばおわりのことばおわりのことば

スキー大会の表彰 １年生の発表 高校生助手の自己紹介


