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ふるさと“神部”…誇り・名物・宝物・自慢がいっぱい！

平成３０年(2018) 新年の気持ち良きスタート！
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努力の足跡・・・「栄光を讃える」
小学生陸上競技 たつの市・揖保郡大会 ＜男子＞

一年の計は元旦(始業式)にあり！

４年４×１００ｍR ６位 河津圭人、矢田晋啓、長峰春翔、武田太智

本年もよろしくお願い申し上げます。今年も
始業式で、児童の皆さんに新年の決意を決めた

ソフトボール投げ 5 年 ７位 長峰翼

か尋ねてみました。「今年の目標は何ですか。」
皆さんが自信をもって一つ一つていねいにが
んばることで、自分自身はもちろん、学校や家
庭や自分たちの住む地域がより明るくなり、よ
り温かくて、自慢(じまん)の地域になって参ります。
さぁ、新年早々「心も元気」にがんばりましょう！

６年 100ｍ７位髙田悠生、1500m３位山村陽太

神部の「名物・宝物・自慢」そして、誇り!
探せばあるものです…。まだ皆さんが、気が
ついていないような、この学校や地域には誇れ
る「名物・宝物・自慢」がたくさんあります。
「どんぐり広場」や「ヤッホの森」はもちろ
ん昔から有名ですが、皆さんが大切にしている
「運動場のティフトン芝」や「復活！日本一周
マラソン」なども少しずつ認知されてきました。
それ以外にも、探してみるとおもしろいもの
がたくさんあります。今学校では、そのヒント
になる「紹介情報」をパウチにして、いくつか
を校内に掲示していますので見つけてください！
・中庭池の鯉（山古志村：産） ・柱時計＆木のベンチ
・
「わんぱく希望の丘」坂道の「桐の切り株」
※１年道徳資料「くっすん」を思い起こせる…
・職員室前の「タンカー模型」のひみつ

等々

まだまだ、これ以外にもありそうなので、皆
さんもていねいに調べるとともに、新たな「名
物・宝物・自慢」そして、誇れるものを産み出
してください。
心もあったか、心も元気！
＜校区ヒントキーワード＞
隠し田・渡し・清流・舟・畳堤・水門・排水ポンプ・駅・旧街道・本陣･･･。

６年 ２位 野口智矢、７位 濱田拓海
４×１００ｍR ７位 赤秀優太、髙田悠生、野口智矢、山村陽太
＜女子＞ ４年 100ｍ１位 児島凪咲
800ｍ 4 年 ６位 坂本そら、５年 ５位石坂妃渚
走高跳 5 年３位 有馬亜紀、６年 ８位 片芝若菜
小学生バドミントン大会

４年の部

準優勝 矢田晋啓

3 位 阿賀遥音、武田太智
市ラケットボール

準優勝

藤川日笑、３位 木南瑠菜

バレーボール
JA カップ 1 部優勝 龍野 JVC 、２部優勝 神部 JVC
全県スポ 21
西播磨大会
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ソフトボール

県スポ少大会

３位 神部 SC

JA 共済書道コンクール
努力賞(半紙)

1 年 吉田琴音、２年 岸和奏
３年 圓尾明日香、４年伊藤里紗
５年 倉谷歩生、６年 金田遥菜

完
走
３年 伊藤里紗、5 年 田村奏太
証
税に関するポスター 県納税貯蓄組合総連合会会長賞
イ
６年 田代双、5 年 伊藤優花、藤田那奈
メ
ふるさと風景絵画 入 選 ３年 吉川由芽
｜
佳作 1 年 安在蒼依、大前善、真野成央
ジ
３年 大前琥珀、４年 金田愛実
(条幅)

1 年 真野成央、２年 岸和奏

６年 大川愛、金田遥菜
市環境ポスター 3 年 エコ大賞 伊藤里紗
アイデア賞 谷口慎治 エコアース賞 延賀偉武生 ハートフル賞 二宮温
防火図画 優 秀 賞 ４年 池口友姫
努力賞 １年 山本諒、2 年 今井悠月
３年 小野桜帆、５年 小池晏未、６年 目木俊輔

＜ふるさと“神部” 誇り・名物・宝物・自慢がいっぱい！ ＞・・・みんなで頑張ること・・・
合い言葉は、
「かん・べ・っこ・た・い・こ」
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感謝の気持ちで
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大切な命と時間
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いっぱい「あいさつ」
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心(こころ）も元気

・・・「みんな仲よし、わくわくする学校、 響 」

・・・「自他の命を守り、時間を守る：集団生活のルール」
・・・・・・「温かい人間関係づくり」

・・・・・・「自尊感情・ふるさとへの誇り」

＜＜再度のお願い＞＞ 「『撮影(静止画)機能付きドローン』をさがしています！」
11 月号でご紹介した「運動場外周の一部芝生化」につきまして、この美しい校庭の風景を少
し上空から撮影したいと考えております。ご家族やお知り合いの方で、『撮影機能付きドローン
やラジコン・ヘリ』などをお持ちで、協力いただける方をご紹介いただければ幸いでございます。
【 これからの主な行事予定 】（抜粋）
１月９日(火)
11 日(木)
12 日(金)
14 日(日)
15 日(月)
16 日(火)
17 日(水)
18 日(木)

・・・３学期 始業式
・・・地区児童会
・・・給食開始・委員会活動
・・・消防出初式
・・・安全点検
・・・児童朝会・代表委員会
・・・避難訓練(地震)
・・・なかよしデー
6 年薬物の学習・PTA 本部部長会

1９日(金) ・・・クラブ活動
21 日(日) ・・・市凧揚げ大会

22 日(月) ・・・ALT 来校
25 日(木) ・・・毎月25 日は No ゲーム・No スマホデー
26 日(金)
27 日(土)
28 日(日)
30 日(火)
31 日(水)

３年昔体験・6 年ブラッシング
・・・中学校入学説明会
親子読書・6 年租税教室
・・・ゆめクラブ・童謡の里かるた大会
キッズインターナショナルスクール発表会
・・・梅と潮の香マラソン
・・・児童朝会・地区終会
・・・1 年昔遊び交流

2 月 10 日(土)・・・人権を考える市民の集い
11 日(日)・・・建国記念の日・揖龍駅伝

