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運動会ご声援ありがとうございました
５月２５日（土）
、令和になって最初の運動会を盛大に開催する
ことができました。
ご来賓・地域の方々そして、ご家族の皆様には、早朝よりご来校
くださり、児童の競技･演技にあたたかい声援をいただき、誠にあ
りがとうございました。
今年の運動会のスローガンは「燃える気持ちと光る汗 心一つに
勝利をつかめ！」
。誉田っ子たちは、これまでの練習の成果を十分
に発揮し、仲間と力を合わせ、心をかよわせながら、躍動してくれ
ました。そして、５・６年生は、この運動会を支える各係の活動を、
責任をもってしっかりと果たしました。今年の運動会も、記憶に残
るすばらしい運動会になったのではないでしょうか。
最後になりましたが、ＰＴＡ本部・保健体育部をはじめ、ＰＴＡ
役員の皆様方には、いろいろな立場で、準備から演技進行、そして
後片付けにいたるまで大変お世話になりました。心より感謝申し上
げます。
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＜６月の行事予定＞
１日(土) 民推協誉田支部総会
２日(日) 第１回ＰＴＡ資源回収
３日(月) 代表委員会 内科検診（全学年） 校区探検（３年）
ＡＬＴ来校
４日(火) 委員会活動 誉田小校区青少協・子ども会育成委員会
６日(木) 移動図書館（１，２年） ふれあい学級
まちたんけん（２年） 学校評議員会
８日(土) たつの市民体育大会陸上大会
１０日(月) プール掃除（４～６年）英語教育支援事業（３～６年）
１１日(火) 授業参観 心肺蘇生法講習 ＰＴＡ委員会 ＡＬＴ来校
１２日(水) プール掃除（予備日）
１３日(木) 児童朝会 クラブ活動
１５日(土) 野見宿禰杯わんぱく相撲大会
１６日(日) 揖龍人権教育研究大会 席書大会
１７日(月) 西はりまリハビリテーションセンター訪問（１，２年）
１８日(火) 海に学ぶ体験学習・エコロ見学（４年）
１９日(水) プール開き
２０日(木) ふれあい学級
２２日(土) 誉田町ウォークラリー
引き渡し訓練
２３日(日) 全国小学生陸上兵庫県予選会
２４日(月) 代休
２５日(火) ノーゲーム・ノースマホデー
２６日(水) 地区別下校
２７日(木) ふれあい学級

７月の主な行事
１０日(水) ＰＴＡ地区懇談会
１７日(水)・１８日(木) 個別懇談
１９日(金) 終業式

１６日(火) 地区児童会
１８日(木) 給食終了

【表彰 おめでとう！】
☆第１４回たつの市民体育大会ソフトテニスジュニアの部
Ｂクラス
準優勝
☆兵庫県小学生リレー大会
共通男子４×１００ｍ 第３位
☆日本グランプリ大阪大会
共通男子４×１００ｍ

第２位

☆関西実業団陸上競技大会
共通男子４×１００ｍ

第１位

【おわびとお知らせ】
先日お配りした６月の給食献立表に１カ所誤りがありました。誉田
小では２４日(月)は「代休」で給食はありません。２２日(土)は「登
校日(午前：ウォークラリー・午後：引き渡し訓練)」で給食がありま
す。２４日の献立が２２日の献立となります。おわびとお知らせをさ
せていただきます。献立表の訂正よろしくお願いいたします。

