
 

 

 

 

  

 

リレー練習を通して体力向上を図ったり、協力

する大切さを学んだりすることを目標に「あじさ

いチャレンジカップ」を実施します。明日６月

日（火）の３校時です。

６日から班ごとに練習を始めていますが、

班もきちんと練習計画を立て、バトン練習や練習

試合で力をつけています。登校してくると真っ先

に練習表を見ては、今日の試合相手を確認するな

ど低学年も楽しみにしているようです。６年生の

お世話と先生方の熱い指導で、初めての１年生も

ランナーらしくなってきました。走る順番やテイ

クオーバーゾーンの使い方などにそれぞれの班

の作戦がありそうです。明日の本番がとても楽し

みです。（雨の場合は

ます。都合のつく方は応援に見えませんか）
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金曜日の草刈

リレー練習を通して体力向上を図ったり、協力

する大切さを学んだりすることを目標に「あじさ

いチャレンジカップ」を実施します。明日６月

日（火）の３校時です。

６日から班ごとに練習を始めていますが、

班もきちんと練習計画を立て、バトン練習や練習

試合で力をつけています。登校してくると真っ先

に練習表を見ては、今日の試合相手を確認するな

ど低学年も楽しみにしているようです。６年生の

お世話と先生方の熱い指導で、初めての１年生も

ランナーらしくなってきました。走る順番やテイ

クオーバーゾーンの使い方などにそれぞれの班

がありそうです。明日の本番がとても楽し

みです。（雨の場合は 16

ます。都合のつく方は応援に見えませんか）

１日（金） 郡教協授業研

短縮４時間

４日（月） 七夕交流会（低学年）

      寺子屋・委員会活動

５日（火） 期末 PTA

      救命救急講習会

６日（水） 一斉下校

７日（木） 本のたまてばこ

８日（金） ４・５年

９日（土） ４・５年香々地宿泊訓練

１１日（月） ４・５年振替休業

１３日（水） 貯金・ベルマークの日

２０日（水） １学期終業式

日（木） 夏学習・寺子屋

プール開放（８月１９

       ラジオ体操（８月５日まで）

２２日（金） 夏学習・寺子屋

平成２８年度 

 

        

班の力を結集して
あじさいチャレンジカッ

八幡っ子

草刈り・草むしり

リレー練習を通して体力向上を図ったり、協力

する大切さを学んだりすることを目標に「あじさ

いチャレンジカップ」を実施します。明日６月

日（火）の３校時です。 

６日から班ごとに練習を始めていますが、

班もきちんと練習計画を立て、バトン練習や練習

試合で力をつけています。登校してくると真っ先

に練習表を見ては、今日の試合相手を確認するな

ど低学年も楽しみにしているようです。６年生の

お世話と先生方の熱い指導で、初めての１年生も

ランナーらしくなってきました。走る順番やテイ

クオーバーゾーンの使い方などにそれぞれの班

がありそうです。明日の本番がとても楽し

16 日木曜日の

ます。都合のつく方は応援に見えませんか）

 

郡教協授業研  

短縮４時間 13:00

七夕交流会（低学年）

寺子屋・委員会活動

PTA・食育授業

救命救急講習会 

一斉下校 

本のたまてばこ 

４・５年香々地宿泊訓練

４・５年香々地宿泊訓練

４・５年振替休業・寺子屋

貯金・ベルマークの日

１学期終業式（給食あり）

夏学習・寺子屋 

プール開放（８月１９

ラジオ体操（８月５日まで）

夏学習・寺子屋 

 学校だより

        
班の力を結集して 
あじさいチャレンジカッ

八幡っ子

むしり作業ありがとうございました

リレー練習を通して体力向上を図ったり、協力

する大切さを学んだりすることを目標に「あじさ

いチャレンジカップ」を実施します。明日６月

６日から班ごとに練習を始めていますが、どの

班もきちんと練習計画を立て、バトン練習や練習

試合で力をつけています。登校してくると真っ先

に練習表を見ては、今日の試合相手を確認するな

ど低学年も楽しみにしているようです。６年生の

お世話と先生方の熱い指導で、初めての１年生も

ランナーらしくなってきました。走る順番やテイ

クオーバーゾーンの使い方などにそれぞれの班

がありそうです。明日の本番がとても楽し

日木曜日の 3校時になり

ます。都合のつく方は応援に見えませんか） 

13:00 下校 

七夕交流会（低学年） 

寺子屋・委員会活動 

・食育授業 

香々地宿泊訓練 

４・５年香々地宿泊訓練 

・寺子屋 

貯金・ベルマークの日 

（給食あり）  

プール開放（８月１９日まで）

ラジオ体操（８月５日まで） 

学校だより 

  
あじさいチャレンジカップ 

八幡っ子

ありがとうございました

リレー練習を通して体力向上を図ったり、協力 

する大切さを学んだりすることを目標に「あじさ

いチャレンジカップ」を実施します。明日６月 14

どの

班もきちんと練習計画を立て、バトン練習や練習

試合で力をつけています。登校してくると真っ先

に練習表を見ては、今日の試合相手を確認するな

ど低学年も楽しみにしているようです。６年生の

お世話と先生方の熱い指導で、初めての１年生も

ランナーらしくなってきました。走る順番やテイ

クオーバーゾーンの使い方などにそれぞれの班

がありそうです。明日の本番がとても楽し

校時になり
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 ☆黄色

   

帽子を２１

ているとのことでしたが、立派な新品の帽子

です。校外学習の時などに着用したいと思い

ます。ありがとうございました。

 

 ☆制服

   

校」が開校されます。中学生が着用する制服

の選定作業が現在進められていますが、最終

選考の参考にするためのアンケートが実施

されます。

学校でも行われます。

７月７日（木）８日（金）

理科室で、両日とも

です。お仕事帰り等に立ち寄

回答への参考になさってください。
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八幡っ子 

環境タイム

ミ缶回収）に、今年度も取り組んでいます。

木曜日の午後

ルミ缶の中に紛れ込んでいるスチール缶を取り除

いたり、

す。

原型のままの方が業者での作業（圧縮して直方体

の塊にする）がしやすいそうで、現在は分別のみ

です。

集まりましたら、校舎裏の

回収小屋へ持ってきていた

だけると有難いです。

ありがとうございました

 

黄色い帽子

   学校近くの

帽子を２１個いただきました。商品を整理し

ているとのことでしたが、立派な新品の帽子

です。校外学習の時などに着用したいと思い

ます。ありがとうございました。

制服が展示

   平成３１年４月に玖珠町立「くす星翔中学

校」が開校されます。中学生が着用する制服

の選定作業が現在進められていますが、最終

選考の参考にするためのアンケートが実施

されます。 

そのための制服候補作品の展示が、八幡小

学校でも行われます。

７月７日（木）８日（金）

理科室で、両日とも

です。お仕事帰り等に立ち寄

回答への参考になさってください。
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文責 御手洗

Tel  72-0414 

環境タイム

平成元年にスタートした「環境福祉活動（アル

ミ缶回収）に、今年度も取り組んでいます。

木曜日の午後

ルミ缶の中に紛れ込んでいるスチール缶を取り除

いたり、汚れている缶を

す。 

以前は、アルミ缶をつぶしていたそうですが、

原型のままの方が業者での作業（圧縮して直方体

の塊にする）がしやすいそうで、現在は分別のみ

です。  

家庭でアルミ缶がある程度

集まりましたら、校舎裏の

回収小屋へ持ってきていた

だけると有難いです。

 

ありがとうございました。おかげで校舎周

 

帽子をいただきました

学校近くの衣料品店さんから、黄色い登校

個いただきました。商品を整理し

ているとのことでしたが、立派な新品の帽子

です。校外学習の時などに着用したいと思い

ます。ありがとうございました。

展示されます。

平成３１年４月に玖珠町立「くす星翔中学

校」が開校されます。中学生が着用する制服

の選定作業が現在進められていますが、最終

選考の参考にするためのアンケートが実施

 

そのための制服候補作品の展示が、八幡小

学校でも行われます。 

７月７日（木）８日（金）

理科室で、両日とも午後７時まで

です。お仕事帰り等に立ち寄

回答への参考になさってください。

１３日 

御手洗 

 

学校教育目標

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

 

環境タイム～アルミ缶

平成元年にスタートした「環境福祉活動（アル

ミ缶回収）に、今年度も取り組んでいます。

木曜日の午後 13:55～14:07

ルミ缶の中に紛れ込んでいるスチール缶を取り除

汚れている缶を

以前は、アルミ缶をつぶしていたそうですが、

原型のままの方が業者での作業（圧縮して直方体

の塊にする）がしやすいそうで、現在は分別のみ

家庭でアルミ缶がある程度

集まりましたら、校舎裏の

回収小屋へ持ってきていた

だけると有難いです。 

校舎周りがすっきりしました

  

をいただきました。

衣料品店さんから、黄色い登校

個いただきました。商品を整理し

ているとのことでしたが、立派な新品の帽子

です。校外学習の時などに着用したいと思い

ます。ありがとうございました。  

。 

平成３１年４月に玖珠町立「くす星翔中学

校」が開校されます。中学生が着用する制服

の選定作業が現在進められていますが、最終

選考の参考にするためのアンケートが実施

そのための制服候補作品の展示が、八幡小

 

７月７日（木）８日（金）の二日間です。

午後７時まで

です。お仕事帰り等に立ち寄り、アンケート

回答への参考になさってください。

学校教育目標 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

～アルミ缶の分別・袋詰め

平成元年にスタートした「環境福祉活動（アル

ミ缶回収）に、今年度も取り組んでいます。

14:07 を環境タイム

ルミ缶の中に紛れ込んでいるスチール缶を取り除

汚れている缶をきれいにしたりしていま

以前は、アルミ缶をつぶしていたそうですが、

原型のままの方が業者での作業（圧縮して直方体

の塊にする）がしやすいそうで、現在は分別のみ

家庭でアルミ缶がある程度 

集まりましたら、校舎裏の 

回収小屋へ持ってきていた 

 

りがすっきりしました

。 

衣料品店さんから、黄色い登校

個いただきました。商品を整理し

ているとのことでしたが、立派な新品の帽子

です。校外学習の時などに着用したいと思い

   

平成３１年４月に玖珠町立「くす星翔中学

校」が開校されます。中学生が着用する制服

の選定作業が現在進められていますが、最終

選考の参考にするためのアンケートが実施

そのための制服候補作品の展示が、八幡小

の二日間です。 

午後７時まで閲覧可能

アンケート

回答への参考になさってください。 

 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！ 

の分別・袋詰め

平成元年にスタートした「環境福祉活動（アル

ミ缶回収）に、今年度も取り組んでいます。 

を環境タイムとし、ア

ルミ缶の中に紛れ込んでいるスチール缶を取り除

きれいにしたりしていま

以前は、アルミ缶をつぶしていたそうですが、

原型のままの方が業者での作業（圧縮して直方体

の塊にする）がしやすいそうで、現在は分別のみ

りがすっきりしました。 

の分別・袋詰め～ 

平成元年にスタートした「環境福祉活動（アル

とし、ア

ルミ缶の中に紛れ込んでいるスチール缶を取り除

きれいにしたりしていま

以前は、アルミ缶をつぶしていたそうですが、

原型のままの方が業者での作業（圧縮して直方体

の塊にする）がしやすいそうで、現在は分別のみ


