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【 これからの主な行事予定 】（抜粋） 
 

１２月３日(火) ・・・代表委員会 

４日(水) ・・・6年サイエンスリーダー 

５日(木) ・・・5年親子ふれあい(もちつき) 

７～１０日 ・・・ふれあい作品展 

９～１６日 ・・・交流給食 

１３日(金) ・・・クラブ活動 

          親子読書・安全点検 

         4年防火救急まめ講座 

１４日(土) ・・・PTA資源回収 

           市内一斉青少協パトロール 

１８日(水) ・・・6年防災消防講座 

２０日(金) ・・・給食終了・地区児童会 

２４日(火) ・・・2学期終業式 

２５日(水) ・・・月 25 日は Noゲーム・Noスマホデー 

２７日(金) ・・・仕事納め 

＜１月＞令和 2年(西暦２０２０年) 

６日(月) ・・・仕事始め 

８日(水) ・・・3学期始業式 

９日(木) ・・・地区児童会・6年身体測定 

  １０日(金) ・・・給食開始・５年身体測定 

 １３日(月) ・・・祝日「成人の日」 

１４日(火) ・・・児童朝会・４年身体測定 

１５日(水) ・・・1年昔遊び体験・３年身体測定 

 １６日(木) ・・・PTA 本部・正副部長会・２年身体測定 

 １７日(金) ・・・避難訓練(地震)・１年身体測定 

２２日(水) ・・・4年キッズサポーター養成講座 

３１日(金) ・・・PTA役員会 

         6年中学校入学説明会 

２月１日(土) ・・・ゆめクラブ(黍田富士登山・閉級式) 

８日(土) ・・・人権を考える市民の集い 

１１日(火) ・・・祝日「建国記念の日」 

２４日(月) ・・・振替休日(天皇誕生日) 

 
どの子にも ☆キラッ☆と 光るものが… 

 

どの子にも「キラッと光る」ものがある… 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「 やんちゃ者からは やんちゃ者の光 

   おとなしい子からは おとなしい子の光 

    しっかり者からは しっかり者の光 

    ・・・ 中略 ・・・ 

        学校中 光 いっぱい  」 

Bｙ：東井義雄(但馬地方の偉大な教育者) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今年の県校長研究大会の講演会。遠く但馬の地

まで出向き、東井義雄記念館館長である東井浴子

さん(ご長男のお嫁さん)からご教示を賜りました。 

わたくしが昔から敬愛する東井義男先生は… 

「子どもたちの周りにいる大人(父さん母さん

や祖父母、ご近所や地域の方々、コーチ、師匠、

教師などなど)が、きちんとその子に目を向け愛

情を注いでいけば、自(おの)ずとその子は、輝き

を放ち成長していくものだ」と説かれています。 

そのように周囲の大人から、愛情を注がれ、人

間として尊ばれた子どもたちは、自分自身を愛

し、自分自身を重んじることができます。 

そして、自尊感情が芽生え、自分を重んじ大切

にすることができるようになると、軽はずみな言

動が少なくなり、周りの人々(友だち)も、大切に

するようになります。 

ﾉﾉ 

童謡詩人：金子みすゞさんの「みんなちがって

みんないい」の詩も類義同意ですが、一人一人の

「良さや個性」を伸ばして、さらにキラッと輝き

にあふれる神部小学校でありたいと願います。 



 

 

    努力の足跡・・・「栄光を讃える」 

               

少林寺拳法  市スポーツ少年団総合大会 

組演武高学年の部  優良賞 安達由弥 

単独演武小学生の部 優良賞 小山智輝 

団体演武小学生の部 優秀賞  

小嶋崇太郎 、柚垣翔太郎 、黒田琥太郎 

    二井上音澄 、門口博樹 

 

空手道  市揖保川町空手道大会 

組手競技 高学年ダブルス ３位 沖伯都 

 

バレーボール   

ビスラカップ大会 フレンドリー 優勝 神部 JVC 

 

陸 上  揖龍小学生陸上競技大会 

＜男子＞ 総合４位 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

6 年 4×100ｍR 6 位 長峰春翔、矢田晋啓、河津圭人、武田太智 

6年 100ｍ ５位 矢田晋啓 

6 年80ｍH ７位 河津圭人 6年走幅跳 ８位 矢田晋啓 

６年ジャベリック投げ 2位 古寺俊弥 、３位 岡野蓮 

５年 4×100ｍR ４位 森湧大、谷口慎治、大西快正、黒田柊馬 

５年１５00ｍ ２位 細見悠剛 

５年ジャベリック投げ 2 位 谷口慎治 、５年走幅跳 ３位 谷口慎治 

 

＜女子＞ 総合４位 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

６年 4×100ｍR ３位 坂本そら、菅原さくら、安井芽衣、児島凪咲 

６年 100ｍ １位 児島凪咲 

６年 800ｍ ７位 坂本そら 

６年ジャベリック投げ ３位 菅原さくら 

５年 4×100ｍR ３位 髙田莉来、鷲野心咲、小林弥桜、米津花音 

５年 100ｍ ７位 鷲野心咲 

５年 走高跳 ３位 髙田莉来 

５年ジャベリック投げ ７位 米津花音 

４年 4×100ｍR ６位 藤川桜笑、髙島佑奈、釜地奏來、片平栞菜 

４年 800ｍ ４位 髙島佑奈 

ソフトボール   

女子：西日本親善選手権大会   

優勝 西播磨シュガービッツ 菅原さくら 、森川真生 

最優秀選手賞 菅原さくら 

市スポーツ少年団総合大会 優勝 神部 SC 

秋 季 大 会        優勝 神部 SC 

          最優秀選手賞 谷口慎治 

  

芸術の秋シリーズ。どれも素晴らしい作品でした。 

兵庫県幼・小・中造形教育展 入 選 

1年 宮地凜佳 、武内誠 

２年 森脇迅埜 、森貞翔伍  

3年 柚垣翔太郎 、福田魅夕 

４年 嶋津佑飛 、高橋実夢  

５年 住所咲菜 、西坂星音 

６年 吉田安希 、阿賀遥音 

税に関する書道・ポスター   

＜書道の部＞ 

県教育委員会賞       ６年 田代縁 

近畿納税貯蓄組合総連合会長賞   6年 田中李奈 

＜ポスターの部＞ 

近畿納税貯蓄組合総連合会長賞    ６年  田代縁 

 兵庫県納税貯蓄組合総連合会長賞  6年 金田愛実 

  〃            6年 森川真生 

西播磨小学生人権書道コンテスト 

最優秀賞 6年 田代縁 

 優 秀 賞 5年 圓尾明日香 

      6年 金田愛実 、田中李奈 

奨 励 賞 ３年 細見優萌   5年 荻野杏彩 

      6年 伊藤里紗 、三木琴心 

防火図画コンテスト 

最優秀賞 ４年 藤川桜笑 

優 秀 賞 ２年 森蔭紘人 

努 力 賞 １年 宮地凜佳 、小池竜矢 

      2年 圓尾侑亮 

皆さん、たいへんよくがんばりました！！ 


