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中巨摩総合体育大会を終えて中巨摩総合体育大会を終えて中巨摩総合体育大会を終えて中巨摩総合体育大会を終えて

各部の健闘に拍手！

６月１４日、１６日、２３日の３日間に 敷中伝統のたくま６月１４日、１６日、２３日の３日間に 敷中伝統のたくま６月１４日、１６日、２３日の３日間に 敷中伝統のたくま６月１４日、１６日、２３日の３日間に 敷中伝統のたくま
わたり中巨摩総体が開催されました。 しさとまぶしいほわたり中巨摩総体が開催されました。 しさとまぶしいほわたり中巨摩総体が開催されました。 しさとまぶしいほわたり中巨摩総体が開催されました。 しさとまぶしいほ

生徒たちは、その持てる力を十分に発揮 どの若々しい輝きを、懸命に頑張る生徒の生徒たちは、その持てる力を十分に発揮 どの若々しい輝きを、懸命に頑張る生徒の生徒たちは、その持てる力を十分に発揮 どの若々しい輝きを、懸命に頑張る生徒の生徒たちは、その持てる力を十分に発揮 どの若々しい輝きを、懸命に頑張る生徒の
し、気力に満ちた試合で大健闘しました。 中に見ることができました。生徒一人一人し、気力に満ちた試合で大健闘しました。 中に見ることができました。生徒一人一人し、気力に満ちた試合で大健闘しました。 中に見ることができました。生徒一人一人し、気力に満ちた試合で大健闘しました。 中に見ることができました。生徒一人一人

保護者の皆様から力強い応援をいただき に大きな拍手を贈りたいと思います。保護者の皆様から力強い応援をいただき に大きな拍手を贈りたいと思います。保護者の皆様から力強い応援をいただき に大きな拍手を贈りたいと思います。保護者の皆様から力強い応援をいただき に大きな拍手を贈りたいと思います。

ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部男子部男子部男子部男子（Ａチーム 敷島Ａ優勝（Ａチーム 敷島Ａ優勝（Ａチーム 敷島Ａ優勝（Ａチーム 敷島Ａ優勝））））（ＢＣチーム 敷島Ｂ優勝）（ＢＣチーム 敷島Ｂ優勝）（ＢＣチーム 敷島Ｂ優勝）（ＢＣチーム 敷島Ｂ優勝）
Ａリーグ 敷島Ａ２－１押原Ａ 敷島Ａ３－０若草ＡＡリーグ 敷島Ａ２－１押原Ａ 敷島Ａ３－０若草ＡＡリーグ 敷島Ａ２－１押原Ａ 敷島Ａ３－０若草ＡＡリーグ 敷島Ａ２－１押原Ａ 敷島Ａ３－０若草Ａ

決 勝 敷島Ａ２－１双葉Ａ決 勝 敷島Ａ２－１双葉Ａ決 勝 敷島Ａ２－１双葉Ａ決 勝 敷島Ａ２－１双葉Ａ
ＢＣトーナメント １回戦 敷島Ｂ２－０双葉Ｃ 敷島Ｃ２－０八田ＣＢＣトーナメント １回戦 敷島Ｂ２－０双葉Ｃ 敷島Ｃ２－０八田ＣＢＣトーナメント １回戦 敷島Ｂ２－０双葉Ｃ 敷島Ｃ２－０八田ＣＢＣトーナメント １回戦 敷島Ｂ２－０双葉Ｃ 敷島Ｃ２－０八田Ｃ

２回戦 敷島Ｂ２－１押原Ｂ 敷島Ｃ２－０若草Ｂ２回戦 敷島Ｂ２－１押原Ｂ 敷島Ｃ２－０若草Ｂ２回戦 敷島Ｂ２－１押原Ｂ 敷島Ｃ２－０若草Ｂ２回戦 敷島Ｂ２－１押原Ｂ 敷島Ｃ２－０若草Ｂ
３回戦 敷島Ｂ２－１櫛形Ｂ 敷島Ｃ０－２玉幡Ｂ３回戦 敷島Ｂ２－１櫛形Ｂ 敷島Ｃ０－２玉幡Ｂ３回戦 敷島Ｂ２－１櫛形Ｂ 敷島Ｃ０－２玉幡Ｂ３回戦 敷島Ｂ２－１櫛形Ｂ 敷島Ｃ０－２玉幡Ｂ
決 勝 敷島Ｂ２－１押原Ｃ決 勝 敷島Ｂ２－１押原Ｃ決 勝 敷島Ｂ２－１押原Ｃ決 勝 敷島Ｂ２－１押原Ｃ

ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部女子部女子部女子部女子（Ａチーム 敷島Ａ３位）（Ａチーム 敷島Ａ３位）（Ａチーム 敷島Ａ３位）（Ａチーム 敷島Ａ３位）
Ａリーグ 敷島Ａ２－１若草Ａ 敷島Ａ３－０竜北Ａ 敷島Ａ１－２双葉ＡＡリーグ 敷島Ａ２－１若草Ａ 敷島Ａ３－０竜北Ａ 敷島Ａ１－２双葉ＡＡリーグ 敷島Ａ２－１若草Ａ 敷島Ａ３－０竜北Ａ 敷島Ａ１－２双葉ＡＡリーグ 敷島Ａ２－１若草Ａ 敷島Ａ３－０竜北Ａ 敷島Ａ１－２双葉Ａ

敷島Ａ２－１八田Ａ 敷島Ａ２－１玉穂Ａ 敷島Ａ１－２田富Ａ敷島Ａ２－１八田Ａ 敷島Ａ２－１玉穂Ａ 敷島Ａ１－２田富Ａ敷島Ａ２－１八田Ａ 敷島Ａ２－１玉穂Ａ 敷島Ａ１－２田富Ａ敷島Ａ２－１八田Ａ 敷島Ａ２－１玉穂Ａ 敷島Ａ１－２田富Ａ
敷島Ａ１－２竜王Ａ敷島Ａ１－２竜王Ａ敷島Ａ１－２竜王Ａ敷島Ａ１－２竜王Ａ

ＢＣトーナメント １回戦 敷島Ｂ３－０若草Ｃ 敷島Ｃ２－１押原ＣＢＣトーナメント １回戦 敷島Ｂ３－０若草Ｃ 敷島Ｃ２－１押原ＣＢＣトーナメント １回戦 敷島Ｂ３－０若草Ｃ 敷島Ｃ２－１押原ＣＢＣトーナメント １回戦 敷島Ｂ３－０若草Ｃ 敷島Ｃ２－１押原Ｃ
２回戦 敷島Ｂ０－２押原Ｂ 敷島Ｃ３－０甲西Ｂ２回戦 敷島Ｂ０－２押原Ｂ 敷島Ｃ３－０甲西Ｂ２回戦 敷島Ｂ０－２押原Ｂ 敷島Ｃ３－０甲西Ｂ２回戦 敷島Ｂ０－２押原Ｂ 敷島Ｃ３－０甲西Ｂ
３回戦 敷島Ｃ１－２若草Ｂ３回戦 敷島Ｃ１－２若草Ｂ３回戦 敷島Ｃ１－２若草Ｂ３回戦 敷島Ｃ１－２若草Ｂ

バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール部男子部男子部男子部男子（準優勝）（準優勝）（準優勝）（準優勝）
２回戦 敷島 ９６－４１竜北２回戦 敷島 ９６－４１竜北２回戦 敷島 ９６－４１竜北２回戦 敷島 ９６－４１竜北
準決勝 敷島 ５４－４１田富準決勝 敷島 ５４－４１田富準決勝 敷島 ５４－４１田富準決勝 敷島 ５４－４１田富
決勝戦 敷島 ４０－５３櫛形決勝戦 敷島 ４０－５３櫛形決勝戦 敷島 ４０－５３櫛形決勝戦 敷島 ４０－５３櫛形

バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール部女子部女子部女子部女子（優勝）（優勝）（優勝）（優勝）
２回戦 敷島１２９－１３押原２回戦 敷島１２９－１３押原２回戦 敷島１２９－１３押原２回戦 敷島１２９－１３押原
準決勝 敷島 ７７－３３双葉準決勝 敷島 ７７－３３双葉準決勝 敷島 ７７－３３双葉準決勝 敷島 ７７－３３双葉
決勝戦 敷島 ６４－４８櫛形決勝戦 敷島 ６４－４８櫛形決勝戦 敷島 ６４－４８櫛形決勝戦 敷島 ６４－４８櫛形

野 球 部野 球 部野 球 部野 球 部 １回戦 敷島 ２（１）－２（２） 玉幡 （特別延長）１回戦 敷島 ２（１）－２（２） 玉幡 （特別延長）１回戦 敷島 ２（１）－２（２） 玉幡 （特別延長）１回戦 敷島 ２（１）－２（２） 玉幡 （特別延長）
柔 道 部柔 道 部柔 道 部柔 道 部 男子団体（３位）敷島１－４玉穂 敷島１－３竜王 敷島５－０双葉男子団体（３位）敷島１－４玉穂 敷島１－３竜王 敷島５－０双葉男子団体（３位）敷島１－４玉穂 敷島１－３竜王 敷島５－０双葉男子団体（３位）敷島１－４玉穂 敷島１－３竜王 敷島５－０双葉

女子団体（２位）敷島０－３竜王女子団体（２位）敷島０－３竜王女子団体（２位）敷島０－３竜王女子団体（２位）敷島０－３竜王
男子個人 階級別 吉村公太朗２位 階級別 中込 良基２位男子個人 階級別 吉村公太朗２位 階級別 中込 良基２位男子個人 階級別 吉村公太朗２位 階級別 中込 良基２位男子個人 階級別 吉村公太朗２位 階級別 中込 良基２位

階級別 鈴木 憲太１位 階級別 山本 勝也３位階級別 鈴木 憲太１位 階級別 山本 勝也３位階級別 鈴木 憲太１位 階級別 山本 勝也３位階級別 鈴木 憲太１位 階級別 山本 勝也３位
女子個人 階級別 櫻井 麗菜３位 階級別 鈴木 凜華２位女子個人 階級別 櫻井 麗菜３位 階級別 鈴木 凜華２位女子個人 階級別 櫻井 麗菜３位 階級別 鈴木 凜華２位女子個人 階級別 櫻井 麗菜３位 階級別 鈴木 凜華２位

バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール部男子部男子部男子部男子（準優勝）（準優勝）（準優勝）（準優勝）
１回戦 敷島２－０甲西 準決勝 敷島２－１押原１回戦 敷島２－０甲西 準決勝 敷島２－１押原１回戦 敷島２－０甲西 準決勝 敷島２－１押原１回戦 敷島２－０甲西 準決勝 敷島２－１押原
決勝戦 敷島０－２田富決勝戦 敷島０－２田富決勝戦 敷島０－２田富決勝戦 敷島０－２田富

バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール部女子部女子部女子部女子 １回戦 敷島２－０白根巨摩 ２回戦 敷島０－２玉穂１回戦 敷島２－０白根巨摩 ２回戦 敷島０－２玉穂１回戦 敷島２－０白根巨摩 ２回戦 敷島０－２玉穂１回戦 敷島２－０白根巨摩 ２回戦 敷島０－２玉穂
５～８位決定戦 敷島０－２双葉 敷島０－２白根御勅使５～８位決定戦 敷島０－２双葉 敷島０－２白根御勅使５～８位決定戦 敷島０－２双葉 敷島０－２白根御勅使５～８位決定戦 敷島０－２双葉 敷島０－２白根御勅使

サ ッ カ ーサ ッ カ ーサ ッ カ ーサ ッ カ ー 部部部部（３位）（３位）（３位）（３位）
１回戦 敷島２－１白根巨摩１回戦 敷島２－１白根巨摩１回戦 敷島２－１白根巨摩１回戦 敷島２－１白根巨摩
２回戦 敷島１－１（ＰＫ：３－１）白根御勅使２回戦 敷島１－１（ＰＫ：３－１）白根御勅使２回戦 敷島１－１（ＰＫ：３－１）白根御勅使２回戦 敷島１－１（ＰＫ：３－１）白根御勅使
準決勝 敷島１－４玉穂準決勝 敷島１－４玉穂準決勝 敷島１－４玉穂準決勝 敷島１－４玉穂

剣 道 部剣 道 部剣 道 部剣 道 部 男子団体（３位） 女子団体（３位）男子団体（３位） 女子団体（３位）男子団体（３位） 女子団体（３位）男子団体（３位） 女子団体（３位）
個人戦 ベスト１６ 丸山凌央 土屋海渡 深沢晴望 峯村瑞稀個人戦 ベスト１６ 丸山凌央 土屋海渡 深沢晴望 峯村瑞稀個人戦 ベスト１６ 丸山凌央 土屋海渡 深沢晴望 峯村瑞稀個人戦 ベスト１６ 丸山凌央 土屋海渡 深沢晴望 峯村瑞稀

ソ フ ト ボ ー ルソ フ ト ボ ー ルソ フ ト ボ ー ルソ フ ト ボ ー ル 部部部部（４位）（４位）（４位）（４位）
１回戦 敷島 ５－７櫛形 順位決定戦 敷島２３－６田富１回戦 敷島 ５－７櫛形 順位決定戦 敷島２３－６田富１回戦 敷島 ５－７櫛形 順位決定戦 敷島２３－６田富１回戦 敷島 ５－７櫛形 順位決定戦 敷島２３－６田富

ア ー チ ェ リ ーア ー チ ェ リ ーア ー チ ェ リ ーア ー チ ェ リ ー 部部部部 ３０３０３０３０ｍラウンド 長田 祐馬１位 藤島 秀敬２位 長田 蓮 ３位ｍラウンド 長田 祐馬１位 藤島 秀敬２位 長田 蓮 ３位ｍラウンド 長田 祐馬１位 藤島 秀敬２位 長田 蓮 ３位ｍラウンド 長田 祐馬１位 藤島 秀敬２位 長田 蓮 ３位
３０３０３０３０ｍラウンド 老松 真白１位 小野 若葉２位 長田 夢生３位ｍラウンド 老松 真白１位 小野 若葉２位 長田 夢生３位ｍラウンド 老松 真白１位 小野 若葉２位 長田 夢生３位ｍラウンド 老松 真白１位 小野 若葉２位 長田 夢生３位
１０１０１０１０ｍラウンド 稲波 智大１位 小田切一星２位 佐藤 祐綺３位ｍラウンド 稲波 智大１位 小田切一星２位 佐藤 祐綺３位ｍラウンド 稲波 智大１位 小田切一星２位 佐藤 祐綺３位ｍラウンド 稲波 智大１位 小田切一星２位 佐藤 祐綺３位

陸 上 部陸 上 部陸 上 部陸 上 部 ２年男子 走幅跳 大柴 伶王５位２年男子 走幅跳 大柴 伶王５位２年男子 走幅跳 大柴 伶王５位２年男子 走幅跳 大柴 伶王５位
２年女子 ２年女子総合４位２年女子 ２年女子総合４位２年女子 ２年女子総合４位２年女子 ２年女子総合４位

100m 末木 見侑１位・山本愛里香４位末木 見侑１位・山本愛里香４位末木 見侑１位・山本愛里香４位末木 見侑１位・山本愛里香４位
800m 小林 千莉４位 走高跳 井口ひまり２位小林 千莉４位 走高跳 井口ひまり２位小林 千莉４位 走高跳 井口ひまり２位小林 千莉４位 走高跳 井口ひまり２位



水 泳 部水 泳 部水 泳 部水 泳 部 男子男子男子男子 100m自由形 間瀬太善１位自由形 間瀬太善１位自由形 間瀬太善１位自由形 間瀬太善１位 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ間瀬太善１位個人ﾒﾄﾞﾚｰ間瀬太善１位個人ﾒﾄﾞﾚｰ間瀬太善１位個人ﾒﾄﾞﾚｰ間瀬太善１位
女子女子女子女子 50m自由形 井出すみれ子３位自由形 井出すみれ子３位自由形 井出すみれ子３位自由形 井出すみれ子３位

空 手 部空 手 部空 手 部空 手 部 女子個人組手 中村藍香３位女子個人組手 中村藍香３位女子個人組手 中村藍香３位女子個人組手 中村藍香３位
テ ニ ステ ニ ステ ニ ステ ニ ス 部 (硬式)部 (硬式)部 (硬式)部 (硬式) 男子シングルス 玉木快征 優勝男子シングルス 玉木快征 優勝男子シングルス 玉木快征 優勝男子シングルス 玉木快征 優勝

山梨県選手権大会より山梨県選手権大会より山梨県選手権大会より山梨県選手権大会より

県の選手権大会では、参加したどの部も県の選手権大会では、参加したどの部も県の選手権大会では、参加したどの部も県の選手権大会では、参加したどの部も 全日本小中学生全日本小中学生全日本小中学生全日本小中学生
全力を出し切って頑張ってくれました。全力を出し切って頑張ってくれました。全力を出し切って頑張ってくれました。全力を出し切って頑張ってくれました。 アーチェリーアーチェリーアーチェリーアーチェリー選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会

男子バレーボール部は、２日目の決勝リ男子バレーボール部は、２日目の決勝リ男子バレーボール部は、２日目の決勝リ男子バレーボール部は、２日目の決勝リ
ーグまで進んで奮闘しました。惜しくも得 ６月２５・２６日、岡山県で行われた全ーグまで進んで奮闘しました。惜しくも得 ６月２５・２６日、岡山県で行われた全ーグまで進んで奮闘しました。惜しくも得 ６月２５・２６日、岡山県で行われた全ーグまで進んで奮闘しました。惜しくも得 ６月２５・２６日、岡山県で行われた全
失点差を取られてしまいましたが、準優勝 日本選手権大会に、アーチェリー部の代表失点差を取られてしまいましたが、準優勝 日本選手権大会に、アーチェリー部の代表失点差を取られてしまいましたが、準優勝 日本選手権大会に、アーチェリー部の代表失点差を取られてしまいましたが、準優勝 日本選手権大会に、アーチェリー部の代表
に輝きました。 ５名が出場しました。日頃の精進の甲斐あに輝きました。 ５名が出場しました。日頃の精進の甲斐あに輝きました。 ５名が出場しました。日頃の精進の甲斐あに輝きました。 ５名が出場しました。日頃の精進の甲斐あ

女子バスケットボール部は３日目まで駒 って、全員が決勝ラウンドへ進み、素晴ら女子バスケットボール部は３日目まで駒 って、全員が決勝ラウンドへ進み、素晴ら女子バスケットボール部は３日目まで駒 って、全員が決勝ラウンドへ進み、素晴ら女子バスケットボール部は３日目まで駒 って、全員が決勝ラウンドへ進み、素晴ら
を進め、準決勝では富士学苑中学校に２０ しい結果を残してくれました。を進め、準決勝では富士学苑中学校に２０ しい結果を残してくれました。を進め、準決勝では富士学苑中学校に２０ しい結果を残してくれました。を進め、準決勝では富士学苑中学校に２０ しい結果を残してくれました。
点差で勝利しました。決勝戦では宿敵の猿点差で勝利しました。決勝戦では宿敵の猿点差で勝利しました。決勝戦では宿敵の猿点差で勝利しました。決勝戦では宿敵の猿
橋中学校に惜敗し、準優勝となりました。 【決勝ラウンド】橋中学校に惜敗し、準優勝となりました。 【決勝ラウンド】橋中学校に惜敗し、準優勝となりました。 【決勝ラウンド】橋中学校に惜敗し、準優勝となりました。 【決勝ラウンド】
県総体でのリベンジを期待したいと思いま 長田 蓮３位 長田祐馬・猪股譲弥９位県総体でのリベンジを期待したいと思いま 長田 蓮３位 長田祐馬・猪股譲弥９位県総体でのリベンジを期待したいと思いま 長田 蓮３位 長田祐馬・猪股譲弥９位県総体でのリベンジを期待したいと思いま 長田 蓮３位 長田祐馬・猪股譲弥９位
す。 吉良太翔・金子弥里ベストす。 吉良太翔・金子弥里ベストす。 吉良太翔・金子弥里ベストす。 吉良太翔・金子弥里ベスト 17

サッカー部は順調に勝ち上がり、５日間サッカー部は順調に勝ち上がり、５日間サッカー部は順調に勝ち上がり、５日間サッカー部は順調に勝ち上がり、５日間
の熱戦を終えました。結果は６位となり、 なお、予選ラウンドの結果を受け、長田の熱戦を終えました。結果は６位となり、 なお、予選ラウンドの結果を受け、長田の熱戦を終えました。結果は６位となり、 なお、予選ラウンドの結果を受け、長田の熱戦を終えました。結果は６位となり、 なお、予選ラウンドの結果を受け、長田
県総体への期待が高まります。 祐馬さんと長田蓮さんの２名が、県総体への期待が高まります。 祐馬さんと長田蓮さんの２名が、県総体への期待が高まります。 祐馬さんと長田蓮さんの２名が、県総体への期待が高まります。 祐馬さんと長田蓮さんの２名が、ナショナナショナナショナナショナ

この日曜に行われた柔道の部では、男子この日曜に行われた柔道の部では、男子この日曜に行われた柔道の部では、男子この日曜に行われた柔道の部では、男子 ル育成チームル育成チームル育成チームル育成チーム入りを決めました。おめでと入りを決めました。おめでと入りを決めました。おめでと入りを決めました。おめでと
団体がベスト１６に、個人では鈴木憲太さ うございます。団体がベスト１６に、個人では鈴木憲太さ うございます。団体がベスト１６に、個人では鈴木憲太さ うございます。団体がベスト１６に、個人では鈴木憲太さ うございます。
んが無差別級準優勝、山本勝也さんが同じんが無差別級準優勝、山本勝也さんが同じんが無差別級準優勝、山本勝也さんが同じんが無差別級準優勝、山本勝也さんが同じ
く無差別級のベスト８に輝きました。く無差別級のベスト８に輝きました。く無差別級のベスト８に輝きました。く無差別級のベスト８に輝きました。

５月の県中学陸上選手権では、陸上部が５月の県中学陸上選手権では、陸上部が５月の県中学陸上選手権では、陸上部が５月の県中学陸上選手権では、陸上部が
活躍しました。共通女子で末木見侑さんが活躍しました。共通女子で末木見侑さんが活躍しました。共通女子で末木見侑さんが活躍しました。共通女子で末木見侑さんが
100m５位に、長田理子さんが５位に、長田理子さんが５位に、長田理子さんが５位に、長田理子さんが 3000m４位 ５月３０日～６月１７日４位 ５月３０日～６月１７日４位 ５月３０日～６月１７日４位 ５月３０日～６月１７日
入賞を果たしました。入賞を果たしました。入賞を果たしました。入賞を果たしました。

（ソフトテニス部は７月９日・１０日実施の 実習生として（ソフトテニス部は７月９日・１０日実施の 実習生として（ソフトテニス部は７月９日・１０日実施の 実習生として（ソフトテニス部は７月９日・１０日実施の 実習生として 秋山 将 先生秋山 将 先生秋山 将 先生秋山 将 先生 が勤務しが勤務しが勤務しが勤務し
たすく

ため、次号に掲載しますため、次号に掲載しますため、次号に掲載しますため、次号に掲載します。。。。） ました。１年６組に籍） ました。１年６組に籍） ました。１年６組に籍） ました。１年６組に籍
を置き、社会科の先生を置き、社会科の先生を置き、社会科の先生を置き、社会科の先生
としての実習を行いまとしての実習を行いまとしての実習を行いまとしての実習を行いま
した。必ず先生になるした。必ず先生になるした。必ず先生になるした。必ず先生になる
という決意が、敷島中という決意が、敷島中という決意が、敷島中という決意が、敷島中

６月１８日(土)、双葉ふれあい文化ホー でより強いものになっ６月１８日(土)、双葉ふれあい文化ホー でより強いものになっ６月１８日(土)、双葉ふれあい文化ホー でより強いものになっ６月１８日(土)、双葉ふれあい文化ホー でより強いものになっ
ルにおいて第１６回定期演奏会が行われま たそうです。ルにおいて第１６回定期演奏会が行われま たそうです。ルにおいて第１６回定期演奏会が行われま たそうです。ルにおいて第１６回定期演奏会が行われま たそうです。
した。甲斐市長様をはじめとする多くの来 『先生方、色々とご指導いただきありがした。甲斐市長様をはじめとする多くの来 『先生方、色々とご指導いただきありがした。甲斐市長様をはじめとする多くの来 『先生方、色々とご指導いただきありがした。甲斐市長様をはじめとする多くの来 『先生方、色々とご指導いただきありが
賓を迎え とうございました。生徒のみんな、挨拶賓を迎え とうございました。生徒のみんな、挨拶賓を迎え とうございました。生徒のみんな、挨拶賓を迎え とうございました。生徒のみんな、挨拶
会場一杯 を元気よくしてくれて嬉しかったです。会場一杯 を元気よくしてくれて嬉しかったです。会場一杯 を元気よくしてくれて嬉しかったです。会場一杯 を元気よくしてくれて嬉しかったです。
のお客様 今を全力で楽しみ、すばらしい学校生活のお客様 今を全力で楽しみ、すばらしい学校生活のお客様 今を全力で楽しみ、すばらしい学校生活のお客様 今を全力で楽しみ、すばらしい学校生活
とともに にしてください。この３週間、とても有とともに にしてください。この３週間、とても有とともに にしてください。この３週間、とても有とともに にしてください。この３週間、とても有
楽しい演 意義な時間を過ごすことができました。楽しい演 意義な時間を過ごすことができました。楽しい演 意義な時間を過ごすことができました。楽しい演 意義な時間を過ごすことができました。
奏会とす ありがとうございました奏会とす ありがとうございました奏会とす ありがとうございました奏会とす ありがとうございました。。。。』 (』 (』 (』 (秋山実習生秋山実習生秋山実習生秋山実習生
ることがることがることがることが からのメッセージ）からのメッセージ）からのメッセージ）からのメッセージ）
できましできましできましできまし
た。た。た。た。

第１部のステージでは、今年度のコンクール曲を中心に、敷島中伝統の美しく繊細な音を第１部のステージでは、今年度のコンクール曲を中心に、敷島中伝統の美しく繊細な音を第１部のステージでは、今年度のコンクール曲を中心に、敷島中伝統の美しく繊細な音を第１部のステージでは、今年度のコンクール曲を中心に、敷島中伝統の美しく繊細な音を
聴くことができました。第２部はポップスステージです。抜群の構成力で、会場を音楽の渦聴くことができました。第２部はポップスステージです。抜群の構成力で、会場を音楽の渦聴くことができました。第２部はポップスステージです。抜群の構成力で、会場を音楽の渦聴くことができました。第２部はポップスステージです。抜群の構成力で、会場を音楽の渦
に巻き込んでいました。会場いっぱいに、笑顔の花が咲き誇りました。に巻き込んでいました。会場いっぱいに、笑顔の花が咲き誇りました。に巻き込んでいました。会場いっぱいに、笑顔の花が咲き誇りました。に巻き込んでいました。会場いっぱいに、笑顔の花が咲き誇りました。

吹奏楽コンクールが近づいています。部員４１名の心をひとつに、コンクールステージで吹奏楽コンクールが近づいています。部員４１名の心をひとつに、コンクールステージで吹奏楽コンクールが近づいています。部員４１名の心をひとつに、コンクールステージで吹奏楽コンクールが近づいています。部員４１名の心をひとつに、コンクールステージで
も心の音楽を奏でてほしいと思います。も心の音楽を奏でてほしいと思います。も心の音楽を奏でてほしいと思います。も心の音楽を奏でてほしいと思います。

有価物回収へのご協力 ありがとうございました！！

「有価物回収」につきましては、多大なるご協力をいただき心より感謝申し上げます。「有価物回収」につきましては、多大なるご協力をいただき心より感謝申し上げます。「有価物回収」につきましては、多大なるご協力をいただき心より感謝申し上げます。「有価物回収」につきましては、多大なるご協力をいただき心より感謝申し上げます。
６月４日、各集積所でお力添えをいただいた保護者の皆様は、１７０名にもなりました。６月４日、各集積所でお力添えをいただいた保護者の皆様は、１７０名にもなりました。６月４日、各集積所でお力添えをいただいた保護者の皆様は、１７０名にもなりました。６月４日、各集積所でお力添えをいただいた保護者の皆様は、１７０名にもなりました。

お陰さまで、今回の回収量はお陰さまで、今回の回収量はお陰さまで、今回の回収量はお陰さまで、今回の回収量は１６．６ｔ(トン)となりました。(トン)となりました。(トン)となりました。(トン)となりました。
この収益は、秋に行われる合唱祭のバス代の一部にあてさせてこの収益は、秋に行われる合唱祭のバス代の一部にあてさせてこの収益は、秋に行われる合唱祭のバス代の一部にあてさせてこの収益は、秋に行われる合唱祭のバス代の一部にあてさせて
いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

活動する生徒たちも生き生きとしており、学校と地域が手を活動する生徒たちも生き生きとしており、学校と地域が手を活動する生徒たちも生き生きとしており、学校と地域が手を活動する生徒たちも生き生きとしており、学校と地域が手を
取り合う素晴らしい時間が持てたことに、大きな喜びを感じて取り合う素晴らしい時間が持てたことに、大きな喜びを感じて取り合う素晴らしい時間が持てたことに、大きな喜びを感じて取り合う素晴らしい時間が持てたことに、大きな喜びを感じて
おります。本当にありがとうございました。おります。本当にありがとうございました。おります。本当にありがとうございました。おります。本当にありがとうございました。


