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なわとび大会 ６年生チーム ロープジャンプで見事優勝！！
１月２１日（日）に開催された長井市のなわとび大会

に、今年も多くの本校児童が出場しました。当日は、会場
となった学習プラザの体育館の室温がなかなか上がら
ず、緊張と寒さに耐えながらも、子どもたちは、熱く強い
思いを胸に全力で挑戦しました。その結果、ロープジャ
ンプ（団体跳び）では、６年生チームが見事優勝を果た
しました。他の学年のチームも、心をひとつにしてみんな
で跳ぶ姿は実に素晴らしいものでした。個人跳びでは
下記の２名の児童が見事入賞を果たしました。朝早くか
ら児童の送迎や熱い応援をしていただいた保護者の皆
様には心より御礼申し上げます。なお、本校職員チーム
も一般の部ロープジャンプで見事優勝を果たしました。

◇高学年の部 ２重跳び 第１位 ６年 横澤 龍樹
◇高学年の部 早跳び 第２位 ６年 淀川 羽蘭
◇ロープジャンプ 第１位 ６年生チーム
◇ロープジャンプ一般の部 第１位 豊田小職員チーム

６年生「蔵王スキー場」に行ってきました！！
１月２６日（金）に、６年生が蔵王スキー場で、小学

校生活最後のスキー授業を行いました。
当日は時折吹雪くあいにくの天候となりましたが、子ど

もたちは最後まで寒さに負けず、ケガや事故もなく、６年
生全員が『世界の蔵王スキー場』でのスキーを満喫する
ことができました。指導者としてご協力いただいた９名の
保護者の皆様〔齋藤崇さん、髙山正樹さん、菅原秀樹
さん、佐藤政祥さん、大道寺裕逸さん、須貝崇志さん、
池田秀人さん、斎藤啓さん、鈴木勝さん〕には、子どもた
ちを安全に指導・引率していただき心より感謝申し上げま
す。子どもたちにとって、世界に誇る蔵王でのスキーを体
験できたことは、雪国山形に住む子どもとして、この上な
い幸せなことだと思います。またひとつ６年生は、大きな思
い出を作ることができました。

学級委員がんばります！
各学年のクラスの先頭に立ち、みんなをまとめる
大事な役割となる、３学期の学級委員の任命を全校
朝会で行いました。３学期は４９日です。日数は短
いですが、まとめの期間としてとても大切な学期で
す。校長からは、学級委員に対して、日数は身近い
が最後のまとめとなる大事な学期であるから、最後
まで責任を持ってがんばる事と、児童全員には、卒
業式まで、各学年が学級委員を中心にしっかりまと
まり、全力でがんばることを伝えました。

〈３学年〉・小林 蒼紫 ・山口 佳穂 〈４学年〉・多田野恭平 ・長谷部寧々
〈５学年〉・今 莉玖 ・遠藤 美紅 〈６学年〉・池田 春樹 ・齋藤 七海

 



スキー授業
ご協力大変ありがとうございました!!
１月１２日（金）の５・６年生から始まったスキー授業も、多くの保護者の皆様からご協力を得て、無事終了

することができました。今年度最後のスキー授業となった１月２４日（水）の１・２年生のスキー授業も、あまり
よい天候とは言えない中ではありましたが、最後まで楽しく実施することができました。リフトを初めて経
験する児童もたくさんいましたが、指導者の方、リフト係の保護者の皆様のおかげで、とても上手に乗るこ
とができるようになりました。子どもたちは、何事もあきらめず挑戦することの大事さを見事に実証してく
れました。もちろんその陰には、指導をしていただいた保護者の皆様、雪が降り続くリフトの前で、子どもた
ちのサポートをしていただいたリフト係の保護者の皆様、そしてスキーを何十台もトラックに積み運搬して
いただいた保護者の方など、たくさんの方のご協力があってのことと、心より感謝いたします。ありがとう
ございました。

各学年のスキー授業協力者のみなさま
・１学年 （１月２４日）

〈指 導 者〉 遠藤 沙織さん 佐藤志津子さん 加藤加奈子さん 菅 芳和さん
多田野祥恵さん 森谷 和晶さん

〈リフト補助〉 鈴木さゆりさん 新野 武憲さん 安部 吉広さん
〈スキー運搬〉 安部 吉広さん

・２学年 （１月２４日）

〈指 導 者〉 池田 芳徳さん 菅 正与志さん 後藤 博幸さん 遠藤くに子さん
髙石 一則さん

〈リフト補助〉 遠藤 孝志さん
〈スキー運搬〉 菅 正与志さん

・３学年
（１月１７日）
〈指 導 者〉 内谷 和宏さん 小山 幸治さん 木崎 慎吾さん 菅野 仁さん
〈リフト補助〉 小山 明美さん 横山三枝子さん
〈スキー運搬〉 内谷 和宏さん

（１月２３日）
〈指 導 者〉 内谷 和宏さん 小山 幸治さん 木崎 慎吾さん 鈴木 奈美さん

横山 昌則さん
〈リフト補助〉 小山 明美さん 和久井智美さん 菅野 美里さん
〈スキー運搬〉 鈴木 奈美さん

・４学年
（１月１７日）
〈指 導 者〉 加藤 道典さん 渋谷 奈美さん 鈴木 大介さん 鈴木 淳一さん

長谷部直美さん 竹田 嘉宏さん 佐藤 裕子さん
〈リフト補助〉 佐藤志津子さん 髙橋 俊貴さん 鈴木 一彰さん
〈スキー運搬〉 鈴木 淳一さん

（１月２３日）※協力してくださる予定でしたが、残念ながらインフルエンザのため中止となりました。
〈指 導 者〉 加藤 道典さん 竹田 嘉宏さん 渋谷 奈美さん 鈴木 大介さん

長谷部直美さん 鈴木 淳一さん 佐藤 裕子さん
〈リフト補助〉 髙橋 俊貴さん 吉澤 恵子さん
〈スキー運搬〉 鈴木 淳一さん

・５学年
（１月１２日）
〈指 導 者〉 菅野 仁さん 小関 正人さん 德永 剛勝さん 新野真智子さん

和久井 修さん 新野 厚さん 鈴木 雅之さん
〈リフト補助〉 遠藤 沙織さん 梅津 智子さん 川崎 瞳美さん
〈スキー運搬〉 菅野 仁さん

（１月１９日）
〈指 導 者〉 和久井 修さん 菅野 仁さん 德永 剛勝さん 新野 厚さん

小関 正人さん 新野真智子さん 菅沼 孝さん 横山 昌則さん
〈リフト補助〉 遠藤 恵子さん 鈴木 亜希さん 尾久 宣行さん 梅津 智子さん

鈴木さとこさん
〈スキー運搬〉 菅野 仁さん

・６学年
（１月１２日）
〈指 導 者〉 齋藤 崇さん 菅原 千春さん 色摩 鮎子さん 大道寺裕逸さん

斎藤 啓さん
〈リフト補助〉 小関 則夫さん
〈スキー運搬〉 小関 則夫さん

（１月１９日）
〈指 導 者〉 池田 秀人さん 齋藤 崇さん 菅原 秀樹さん 大道寺裕逸さん

須貝 崇志さん 色摩 鮎子さん
〈リフト補助〉 鈴木 亜希さん 後藤 明美さん
〈スキー運搬〉 須貝 崇志さん


