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２学期が始まり、元気な声が戻ってきました。

２５日（金）に第２学期がスタートました。子ども
たちはみんな元気です。今年は雨の多い夏休みでした
が、子どもたちは大きな事故に遭うこともなく、安全
に過ごすことができました。保護者の皆様はもちろん、
地域の方々にも心から感謝申し上げます。
夏休み中の子どもたちの様子を見ていると、自転車

に乗 っ てい る子 ども のほ と んど がヘ ル メットを かぶ
り、学校での約束を守っていたようです。これは、会
津坂下モデルとして県内外に大いに誇れることです。
２学期も校内水泳記録会を皮切りに大きな行事が続

きます。子どもたち一人一人にしっかりしためあてを ＜町水泳記録会＞
持たせ、充実した学期になるよう努力してまいりたい
と思います。今後とも、ご支援ご協力の程よろしくお願いいたします。

きれいな歌声を披露しました。

《 耶麻・両沼小中学校合同音楽祭「第１部合唱」》
[ 優良賞 ] ○坂下南小学校

８月２２日（火）に両沼地区・耶麻地区合同音楽
祭（合唱）が喜多方プラザで行われ、坂下南小学校
合唱部が参加しました。
＜課題曲；「いまだよ」＞
＜自由曲；「 少年少女のための合唱組曲 歌の始まり」＞
夏休み中も毎日のように練習してきた合唱部の子

どもたちは、素直で澄み切った声で歌い上げ、大きな ＜喜多方プラザにて＞
拍手をいただくことができました。

[ ９月の主な行事 ]

８月 ３０日 (水 ) ３．６年校内水泳記録会 ２０日 (水 ) 合奏部壮行会
８月 ３ 1 日 (木 ) ２．５年校内水泳記録会 ２２日 (金 ) 特別時程 11:40 下校
１日 (金 ) 安全の日 ２３日 (土 ) 秋分の日
３日 (日 ) 全会津リレーカーニバル ２７日 (水 ) 町陸上記録会

若宮地区運動会 ※ 本校が会場です
４日 (月 ) １．４年校内水泳記録会 ２８日 (木 ) 陸上記録会予備日

宿泊学習５年～５日（火） ２９日 (金 ) 鼓笛パレード 5.6 年
７日 (木 ) 交通教室１～３年 はぐあす
９日 (土 ) 町敬老会

１１日 (月 ) 交通教室４～６年
※４年生はバス乗り方教室

１２日 (火 ) 新体力テスト１．４年 ＜全会津
１３日 (水 ) 新体力テスト２．３年 水 泳 大 会 ＞
１５日 (金 ) 町陸上大会壮行会
１８日 (月 ) 敬老の日



PTA 奉仕作業ありがとうございました
８月１９日（土）の朝６時３０分から、 PTA 奉仕作

業が行われました。草刈り、草集め、花壇整備、側溝
清掃、校庭の草むしりと、盛りだくさんの内容でした
が予定通り進み、きれいで安全な環境に整えることが
できました
ご協力くださいました皆様、ほんとうにありがとう

ございました。

頑張りました「町小学校水泳記録会」

７月２７日（木）に実施されました「会津坂下町・西会津町小学校水泳
記録会」では、男女のリレー４種目を完全制覇するなど、６年生はとても
よく頑張りました。保護者の皆様、応援ありがとうございました。、３位
までの入賞者を紹介します。
＜ 男 子 ＞
[５０ｍ自由形 ] ＜ 女 子 ＞
○３位 田﨑 楓我 ４４秒８ [５０ｍ自由形 ]

[１００ｍ自由形 ] ○１位 石川 羽咲 ４９秒５
○１位 遠藤 希歩 １分２０秒９ ○２位 堀 友茄 ４９秒７

【大会新】 [１００ｍ自由形 ]
[５０ｍ平泳ぎ ] ○２位 佐藤 陽菜 １分４８秒６
○１位 上野 琉依 １分００秒９ ○３位 新國 桃永 １分５０秒１

[１００ｍ平泳ぎ ] [５０ｍ平泳ぎ ]
○１位 岡崎 城 １分４３秒４ ○１位 加藤 直緒 ５５秒８
○３位 渡部 陸 ２分００秒５ [１００ｍ平泳ぎ ]

[５０ｍ背泳ぎ ] ○３位 山本 心海 ２分０７秒２
○３位 目黒 隆介 １分００秒３ [５０ｍ背泳ぎ ]

[５０ｍバタフライ ] ○１位 佐々木愛里 ５４秒８
○２位 春日 聖牙 ５９秒９ ○３位 栗城 紗羽 ５８秒４

[２００ｍリレー ] [５０ｍバタフライ ]
○１位 坂下南小Ａ ２分４３秒６ ○１位 平田 心 ５２秒３
○３位 坂下南小Ｂ ３分０１秒６ ○２位 仲川 恵理 １分０３秒０

[２００ｍメドレーリレー ] [２００ｍリレー ]
○１位 坂下南小Ａ ３分０６秒８ ○１位 坂下南小Ａ ３分０４秒５

○３位 坂下南小Ｂ ３分１３秒３
[２００ｍメドレーリレー ]
○１位 坂下南小Ａ ３分２６秒２
○３位 坂下南小Ｂ ４分０２秒６

会津坂下七夕書道展の入賞者です

○ ロータリー賞 ６年 佐藤 彩花
○ 連 盟 賞 ２年 稲村 悠真 ３年 高畑 百花 ４年 菊地恵鈴奈

５年 若林 翔花 ５年 成田 三来 ６年 遠藤 優心
６年 石井 日葵 ６年 栗城 紗羽 ６年 佐藤 愛羅

○ 特 別 賞 １年 伊藤 大雅 １年 田部 裕聖 ２年 太田真陽菜
２年 佐藤あかり ３年 髙畑 怜花 ４年 佐藤 文祐
４年 島田 茉莉 ５年 栗城 侑也 ５年 坂内 日向
５年 河原田大樹 ５年 齋藤 萌愛 ５年 角田虎太郎
５年 新妻夕美歌 ５年 嶋田 壮佑 ６年 伊藤 孝誠
６年 佐藤 遥 ６年 樋口 りこ ６年 鈴木 翔斗
６年 渡部 凜 ６年 猪俣優璃彩 ６年 宮本祥汰郎

２学期もぜひ学校へおいでください！
２学期も水泳記録会を皮切りにたくさんの学校行事を予定しています。保護

者の皆様、祖父母の皆様、いつでもお気軽に学校においでください。


