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成長を確かめ合う
大人の1年rqには比べようもないほど成長する′ト学生｡身体の成長については､養護教

諭からのrはけんだより｣に把載されているとおりです｡今がのぴざかりという子どもさ

んもいれば『おくて』という子どもさんもおりますのであくまでr健やかにj ｢元気に｣

がバロメーター｡ご心配なことがあるときには､いつでも担任や保健室-ご相故いただけ

ばお受けします｡

さて､年度末｡数字で表される成長と同時に目に見える姿での成長ぶりを感じる会が

あります｡今回は､集会活動での挙をご紹介します｡

第2回児量稔金

子どもたちが子どもたちの手で開く児童

会の2回目は､ 1年間のふりかえりとさ

らに中仙小学校をよくするための活発な意

見を出し合いみごとに引き継ぎをすること

ができました｡

一番良かった点は､子どもたちが中仙/ト

校児童会の一旦として参加をしていたこ

とです｡まさに｢ひとりでできる　みんな

とできる｣の姿｡藤村議長とT岡･秋山副

長のはっきりとした青菜と進め方は､ま

さにお手本｡休み時rqに継続されていた香

会の活動には､感鮒の青兼が述べられま

した｡さらによくするために希望や意見が

次々に出されました｡時間がなくて発育で

きない人も大勢いました｡このエネルギー

が子どもによる学校の力になるわけです｡

〔あいさつあふれる中仙小にしたい｡ルー

ルを守る中仙小にしたい｡どんぽんグル

ープで辞を深めたい｡ -] 6年生が率先

して行ってきたことのさらなるパワーアッ

プが期待できそうです｡

学校評議員会終える
今年度2回日の学校評融点会をBII催し

ました｡保護者の方のアンケートも含め

｢学校評価｣の悦明をしてご意見をいた

だきました｡

0 1学級の人数が多いなかがんばってい

る｡転入生はいないものか｡

OPTA活動について日程等耗しいこと

もあるけど前向きに取り組んでほしい｡

O ｢スキー教室｣の指導については､全

体で共通理解をした上の指導でありた

い｡

〇号とふれあう雪余り集会は､雪国なら

ではの★重な体鼓で凍していきたい｡

○今年のような大雪であれば､校門前除
f､

己　　雪は大変である｡グランドの使い方を

考えていくこともあり得る｡

地域と共に歩む中仙小学校にとって学

校評職員会は､大事な会になっています｡

校門前除雪とグランドの使い方につい

は､大仙市教育委員会とも相軟をしなが

ら､安全で有効な場になるよう改善した

いと思っています｡

ただいまドンパルで最示中

中仙地区4校の小学6年生が作成した

マイ掛け軸作品～27日く日)まで
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南教育事務所社会教育泡当

平成22年庁横手地区家庭軟膏7ォー弓bを開催し手書
～手ともたちのr生きる力｣をはぐくむために,甥机　大人ができることを共に考えてみませんか～

○と　き　平成23年2月27日(日) 13:20-16:30

0ところ　横手セントラルホテル(2階　瑞祥の間)

【講　括】 ｢子どもに贈りたいあたたかな宝物｣
～生きる力を紡ぐ女鹿教育一

甫かがやき救圭　書任相中A　佐藤　さゆ旦　氏

【パネルディスカッション】 ｢家庭･学校での親.大人の役割についてJ
(コーディネーター)

プロデューサー&パーソナリティー　石垣　政和　氏

くパネリスト)

大社母*クラブrはんどはんどJ代兼

横手おやこb14代*

dt手市立甫小学牧枚長

南かがやき教主+住持斗A

主催　秋田県平鹿地域振興局総靖企画部･秋EZl県教育庁再教育事拝所

～スポーツ大会を応援します-
[!r

秋田Jtでは.スポーツを活用した地域の膿わ

い創出事業(スポーツ大会やifJベント)に申し

繍助金を交付します｡

【新規L社充継続事兼】　　　　　,,L　～す

①今後稚拙していく新規大会,又性競鹿を大幡r
に拡充して実施する継続大会

②大会名称に地域名等が入っている大会

③開催地となる市町村がAしている地域を超えtヰ

て参加者を禿る大会

Eトップアスリート等招へい暮兼】　TJL

a)トップアスリート等の将へいにより.溌茂カ

の向上又柱規模の拡充が見込まれる新規大会

もしくは地紋大会　　　　　　　上､ビ

新鹿･ at充継続事兼の②及び⑳

補助対魚蓮井やal助gt (限度額)について性

採択EEl散や事業内容によりJLなります｡甘細は

秋田yL企画坂井軒スポーツ坂井yt (羽毛･スポ
ーツ活性化薮も018-860-1239)までお問い合わ

せください｡

レッジ特別公開iI座のご案内-

これまでの詐座の中から.好評だったfl座を

会身を移してもう一度MftLます｡ぜひご事加

ください｡

(横手キャンパスIL

O期　日　平成23年8月6日(日)

○会　1　8t手市あさくらJt

0日Ii

9:30-　　　受付

10:00.-ll :30

rグリーンツーリズムと秋田県の可能性J

N P O法人EE沢湖ふるさとふれあい協fI会

会長　EElE)久+　氏

13:00-14:30

あきたの▲ ｢ハタハタとクニマス｣

秋田9t立大事生物兼源科学琳

客A赦按　杉山　秀鞘　氏

事加は無料です｡ EFI込み･お問い合わせは爪

生涯学習センター(bO18-865-1171)まで｡

【問い合わせ連絡先】
甫教書事務所TELole2132-110L FAX oIB2-33-1901

仙北出群所　TELo187163-3177 FAX o187162-3169

撞井出沸所　TELo183-73-1107 FAX o183-73-1108
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