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県体力アップサポート事業の
一環として、インストラクターの
方が来てくださいました。一本の
ラインをまたぎながら様々なス
テップを踏むリズムジャンプに
挑戦したり、明るいラテンのリズ
ムに乗って楽しくダンスに興じ
たりすることができました。３１
日には４年生も参加しました。
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【1/18】
ＮＰＯ法人「ママの働き方応
援隊」の方々にお世話になりま
した。４組の赤ちゃんとそのお
母さんたちとの心温まる交流を
通して、自分たちがどれだけ大
きく成長してきたのかを実感す
ることができました。
【1/23】
本の読み聞かせや本の紹介に
揖保川図書館より来ていただき
ました。緞帳を下ろした体育館
ステージの真っ暗な中、ろうそ
く一本の明かりのもと、
「だいく
とおにろく」のお話を聞かせて
いただいたりして、子どもたち
は真剣に聞き入っていました。

租税教室 【1/23】
龍野税務署とたつの市納税協
会から２名の方に来ていただき
ました。税金の種類や、もし税金
がなくなったら私たちの暮らし
はどうなるのか等、ＤＶＤ視聴
やクイズを交えながらわかりや
すく解説していただき、税金の
大切さがよくわかりました。
スキー教室 【1/24】
ちくさ高原スキー場は早朝か
らの雪もやみ、滑りはじめるこ
ろには、絶好のコンディション
となりました。たつの市役所ス
キー部の方を中心とする６名の
指導者の方のご指導のもと、子
どもたちは熱心に取り組み、思
い出に残る一日となりました。
【表彰 おめでとう！】
☆たつの市「家族へ思いを届けようプロジェクト２０１８」
たつの市教育長賞
５年
５年
優秀賞
３年
☆第 13 回たつの市たこあげ祭り
小凧の部
制作努力賞
５年
大凧の部
制作努力賞
誉田チャレンジ隊
☆第４７回たつの市梅と潮の香マラソン大会
第 1 部（小学４年生男子） ３位入賞
４年
【役員任命 がんばれ！】
＜３学期 学級代表＞
【１年】
【２年】
【３年】
【４年】
【５年】
【６年】

＜２月の行事予定＞
２日(土) ・３日(日) 誉田公民館まつり
４日(月) 英語教育支援事業(５，６年生)
龍野東中学校区特別支援学級交流会
５日(火) 環境体験学習(３年生)
７日(木)【金曜時程】児童朝会 龍野東中学校入学説明会
移動図書(１，２年生) ＰＴＡ役員会・委員会
８日(金)【木曜時程】委員会活動
１０日(日) たつの太子小学校駅伝競走大会
１１日(月) 建国記念の日
１２日(火) 代表委員会
１４日(木) クラブ活動（見学）
１５日(金) 授業参観 ＰＴＡ臨時総会 学年懇談会
１８日(月)・１９日(火)
阿宗神社厄除祭
１９日(火) 人権学習発表会
２０日(水) 異文化体験事業(１，２年生)
２１日(木) ふれあい学級
２２日(金) 英語教育支援事業(３～６年生)
２３日(土) 誉隣保館まつり(準備)
２４日(日) 誉隣保館まつり（各学年発表）
２５日(月) ノーゲーム・ノースマホデー
２６日(火) 新１年生を迎える会
２７日(水) 読み聞かせ(２年生)
２８日(木) ふれあい学級閉級式
＜３月の主な予定＞
７日(木) 学校評議員会
１５日(金) 給食終了
２０日(水) 卒業式
２１日(木) 春分の日
２２日(金) 修了式

