
２月８日の授業参観、ＰＴＡ学年部会総会に、平日午後の開催にもかかわらず多数ご出席いただき、心より

感謝申し上げます。今年度も残り少なくなりましたが、引き続きご支援をよろしくお願いいたします。

さて、１２日（日）は、町スキー場において「第４５回町民・小中学校スキー大会」が行われ、本校からは１年

生から６年生まで総勢８６名の選手が果敢に滑りました。前日からの悪天候で、時折視界が遮られるようなコン

ディションでしたが、選手の皆さんは持てる力を十分発揮し、それぞれに成長できた大会だったと振り返っていま

す。授業で身につけた滑りを土台としながら、スポ少やレーシングで技術を磨いてきた人、休日やナイタースキー

で練習してきた人、少し不安を抱えながら自分自身に挑戦した人など、選手のテクニックや大会への思いは様

々ですが、自分自身に「挑戦する」という一点で全員が同じ思いで競技に集中していました。

見事優勝はじめ６位までの入賞を果たした皆さん、「努力は、決して裏切らない。」ということを学びましたね。

おめでとうございます。入賞には届かなかったけど、最善をつくしてゴールをめざした皆さんの活躍にも心か

らの拍手を送ります。皆さんからは、勝つこと以上に価値のある「あきらめない心」の大切さを教えてもらいま

した。不運にも転倒してしまったり、苦しくて立ち止まりそうになったりした時でも、最後まで気持ちを切らさず

ゴールをめざした姿に感動しました。今年の経験をぜひ来年の大会につなげてほしいと願っています。

校 長 齋 藤 芳 昭

白鷹町立荒砥小学校だより
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【１年生 大回転】 【６年生 大回転】

男子 第５位 梅津 大星 くん 女子 第２位 國谷 美裕 さん

女子 第３位 松村 琴音 さん 第３位 熊谷 祐江 さん

第４位 紺野 瑠菜 さん 第５位 熊谷 咲希 さん

第５位 鈴木 日佳 さん 第６位 竹田 澪 さん

【２年生 大回転】 【３年生以下 クロスカントリー】

男子 第４位 荒生 創央 くん 男子 第１位 山口 広起 くん

【３年生 大回転】 第６位 髙田 一帆 くん

男子 第３位 山口 広起 くん 女子 第２位 竹田あおい さん

女子 第５位 橋本 瑞歩 さん 第３位 紺野 唯華 さん

【４年生 大回転】 第４位 海老名咲季 さん

男子 第１位 布施 学人 くん 第５位 安部 杏華 さん

第２位 塚田 聖伽 くん 第６位 竹田 莉桜 さん

第６位 松下 拓磨 くん 【４年生 クロスカントリー】

女子 第３位 竹田 佳菜 さん 男子 第６位 梅津 尋 くん

第４位 五十公野ヒカル さん 女子 第１位 竹田 佳菜 さん

第５位 鑪 弥生 さん 【５年生 クロスカントリー】

第６位 青木 心捺 さん 男子 第２位 梅津 星那 くん

【５年生 大回転】 第５位 海老名空来 くん

男子 第１位 海老名空来 くん 女子 第２位 紺野 美咲 さん

女子 第３位 紺野 美咲 さん 【６年生 クロスカントリー】

【６年生 大回転】 男子 第１位 紺野 稜真 くん

男子 第３位 山口 寛展 くん 女子 第１位 國谷 美裕 さん

第５位 高山 彗睦 くん 第５位 竹田 澪 さん

滝野にお住まいの齋藤良子さんより、素敵なお花を

生けていただきました。齋藤さんには、鷹山小学校時

代に毎年生花を飾ってもらっており、そのご縁で今回

荒砥小学校児童のためにとご支援いただいたもので

す。

桜、カーネーション、ゆりの花々が、子ども達や職

員、お客様をやさしく出迎えてくれ、もうすぐやって来る

春が待ち遠しくなってきます。心が温かくなるプレゼント

を本当にありがとうございました。
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２～３月の予定

２/ １５（水）～１６（木） ＮＲＴ標準学力検査

２１(火） 児童会引継式 ＰＴＡ常任委員会

２２（水） 全校計算テスト

２３（木） たくまバンド移杖式 読書デー

２４（金） 学校評議員会

２８（火） なかよし交流会(１年生と年長児）

３/ ２（木） ６年生に感謝する会

３（金） 校外子ども会 学校後援会理事会

１７（金） 修了式

１８（土） 本校卒業証書授与式

２４（金） 後援会・ＰＴＡ監査

２８（火） お別れの式

内藤秀因記念水彩画公募展
入 選 １年 岡本 誠 くん

１年 松村 琴音 さん
５年 渡辺 琴音 さん

全国読書感想画コンクール山形県審査
優 秀 ３年 長谷川 りさ さん
入 選 ６年 石井 彩花 さん

本校全出場選手 ８６名


