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日ごとに寒さが増してきました。今年も本格的な冬が、近づいて来ていると感じます。
インフルエンザや風邪が流行る時期でもあり、予防などの健康管理に一段と注意が必要な
季節となりました。外から帰ったら、うがい・手洗いをする、栄養・休養を十分とる、マ
スクをする、部屋の換気をするなど、予防策をとっていってください。
さて、10 月 22・23 日には下津総合文化祭が開催され、園・学校からは園児・児童の一
生懸命取り組んだ作品を展示しました。また、22 日には、加茂川金管バンドが出演し、みんなで心合わせ
て迫力ある演奏を披露することができました。6 年生にとっては最後の舞台となりました。今後は 5・4 年
生の新チームとしての練習が始まります。
11 月 11 日には、3・4 年生が音楽合同演奏会に出演、9 月より休憩時間も使って練習してきた成果を発
揮し、ホール全体に気持ちをそろえた合唱・合奏が響き渡りました。
幼稚園では、11 月 16 日に下津・大東・加茂川の園児が大東幼稚園に集まって、三園合同保育を行いま
した。みんなで運動遊びやダンスをしたり、人形劇を観たりして楽しみました。お弁当も他の園のお友達
とグループになって食べました。
いろいろな行事に取り組み、その節々に子どもたちの成長が見られます。
この後、12 月 22 日の終業式までは、2 学期のまとめをする期間となります。自分の立てためあてがどれ
くらい達成できているのか、まだがんばれることは何かなどめあての反省と学習の振り返りを行っていき
ます。平成 28 年ががんばったという思いで終えることができるよう指導・支援を行っていきます。
ご家庭でもご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

親子車いす体験学習
第 34 回 和歌山県小学校人権の花運動
優秀賞 海南市立加茂川小学校（環境委員会）
「花を育てることを通じて、協力・感謝する
ことの大切さを学び、生命の尊さを実感する」
ことを目的とした『人権の花運動』において、
その趣旨を生か
した加茂川小学
校環境委員会の
取り組みが評価
され、優秀賞を
いただきました。

11 月 8 日

5 年生が親子で
「車いすに乗る・
押す」体験をしま
した。車いす操作
の困難さ、押す場
合の気配りの大切
さを学ぶ体験学習
となりました。
車いすを使っている人はいろいろなことに
苦労していることがわかりました。車いすを押
すときは歩くスピードくらいが安心できてい
いと思いました。また、段差があるときは声か
けが大切だなと感じました。
困っている人がいたら、お手伝いできるよう
にしたいと思いました。
谷 朋樹

海南市小学校陸上記録大会 ６年生大活躍！
１０月２５日（火）紀三井寺陸上競技場で海南市内小学校６年生が参加し、陸上記録大会が行われまし
た。今まで練習してきた成果を発揮し、加茂川小学校の６年生の多くが、自己ベストを更新しました。ま
た、一丸となった応援もすごく素晴らしく、力が入りました。入賞者を紹介します。
男子
女子
５０ｍ走
１位 杖村 優斗 7”2
５０ｍ走
２位 橋本 亜美 7”7
５位 森下 翔平 7”6
４位 山中 もあな 7”9
５０ｍハードル １位 杖村 優斗 8”41
５０ｍハードル
４位 塩﨑 さくら 10”33
６位 森岡 篤紀 9”95
１００ｍ走
２位 橋本 亜美 14”83
走り幅跳び
５位 森下 翔平 352cm
３位 谷奥 里々佳 15”31
走り高跳び
３位 土井 優哉 110cm
１０００ｍ走
３位 山中 もあな 3’31”44
４００ｍリレー １位 森岡篤史・吉田隼大
６位 山下 夢羽 3’53”39
森下翔平・杖村優斗 57”77 ソフトボール投げ ４位 井口 紗枝 34m45cm
走り高跳び
１位 小西 智子 110cm
４００ｍ
３位 岡本大誠・中尾彩愛
６位 青木 羽希 100cm
混合リレー
山下夢羽・土井優哉 62”50
４００ｍリレー １位 谷奥里々佳・前山瑠菜
山中もあな・橋本亜美
58”72

子どもたちのがんばり賞

第 2 回ジュニアランニングチャレンジ

ＭＯＡ美術館児童作品展
和歌山新報賞
銅
賞

鳴神 知希〔3 年〕
山中 悠生〔3 年〕

わかやまこどもチャレンジレポート
優秀賞 〔4 年〕岡本 遥
〔6 年〕中尾 彩愛
前山 瑠菜

北井 亜莉沙
谷奥 里々佳

出品
大河〔1 年〕『貯金箱電車くろしお号』
朱莉〔2 年〕『海の中』
菜月〔2 年〕『宝石貯金箱』
由寿輝〔3 年〕『六角貯金箱』
颯真〔4 年〕『はん船』

当面の主な行事予定
月 日 曜

行

１位
５位
３位
６位

和歌山県小学生陸上競技選手権大会

10/30

小学 1 年男子 １００ｍ
６位 〔1 年〕南出 悠人

第 49 回私たちのくふう展
坂本
西本
井辺
岡畑
宮本

小学 3 年男子
小学 5 年女子
小学 6 年男子
小学 6 年女子

（1.5km 走）
鳴神 知希
谷所 翼
森岡 篤史
小西 智子

事

１ 木 交通安全指導
12 ３ 土 秋の美術展（市民会館 ～4 日）
月 ６ 火 和歌山県到達度調査（4～6 年生）
７ 水 マラソン大会（予備日 8 日）
22 木 終業式 給食

小学４年以下女子 走り幅跳び
３位 〔4 年〕森本 祐加
小学女子 4×100ｍリレー
５位 海南アスリートＡ
橋本 亜美 谷奥 里々佳

幼稚園関係は、園だよりをご覧ください。
月 日 曜

行

事

９ 月 海南市駅伝競走大会
１ 10 火 交通安全指導 ３学期始業式（給食）
月 14 土 科学作品展／園児･児童･生徒作品展（～15 日）
18 水 4 年生社会見学（漆器蒔絵体験）
21 土 県ＰＴＡ指導者研修会

