
 

に、別府の農業祭に

す。目立つように黄色い帽子をかぶり、黄色い法被

を着て、看板を立てたり、商品を並べたりしました。

１０時の開店

始

お米はいりませんか。」「とれたての？おいしいお米

ですよ。」・・・・・元気なかけ声に釣られて？お客

さんが来てくれました。昨年のようにお客さんが殺

到するという状況ではありませんでしたが、一人、

二人とテントに立ち寄ってくれ、

ました。「へえ、これ子どもたちでつくったの？」

「昔の道具を使ったの？」と、感心してくださる方

もいて、子どもたちも嬉しそうでした。

か、１時間を経過したぐらいから客足が止まり、な

かなか思うように売れません。完売できるのかなと

だんだん不安になっていく中・・・・子どもたちの

奮起する姿に驚かされました。どんどん大きな声を

出し、人混みの中に入っていきます。「お米、どう

ですか」「買ってくれませんか。」

夫婦円満の秘訣」というセールス文句も

し

か、子どもたちはあの手

ました。保護者の方もアドバイスをくださり、全員

で声を揃えて宣伝したり、丁寧

強く販売を続けました。

事完売！！！！目標を達成することができました。

八幡っ子のパワーを轟かせる
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１５日、収穫したうるち米と餅米を販売

に、別府の農業祭に

９時過ぎに到着すると、さっそく販売の準備で

す。目立つように黄色い帽子をかぶり、黄色い法被

を着て、看板を立てたり、商品を並べたりしました。

１０時の開店

始。「かけぼしのお米

お米はいりませんか。」「とれたての？おいしいお米

ですよ。」・・・・・元気なかけ声に釣られて？お客

さんが来てくれました。昨年のようにお客さんが殺

到するという状況ではありませんでしたが、一人、

二人とテントに立ち寄ってくれ、

ました。「へえ、これ子どもたちでつくったの？」

「昔の道具を使ったの？」と、感心してくださる方

もいて、子どもたちも嬉しそうでした。

既にイベント会場の方に人が集まっていたため

か、１時間を経過したぐらいから客足が止まり、な

かなか思うように売れません。完売できるのかなと

だんだん不安になっていく中・・・・子どもたちの

奮起する姿に驚かされました。どんどん大きな声を

出し、人混みの中に入っていきます。「お米、どう

ですか」「買ってくれませんか。」

夫婦円満の秘訣」というセールス文句も

し？！一気に場が和みました。弱気になるどころ

か、子どもたちはあの手

ました。保護者の方もアドバイスをくださり、全員

で声を揃えて宣伝したり、丁寧

強く販売を続けました。

11 時 40 分、目標時刻を

事完売！！！！目標を達成することができました。

八幡っ子のパワーを轟かせる

 

平成２８年度 

 

        

八幡っ子

収穫したうるち米と餅米を販売

に、別府の農業祭に４・５年生が

９時過ぎに到着すると、さっそく販売の準備で

す。目立つように黄色い帽子をかぶり、黄色い法被

を着て、看板を立てたり、商品を並べたりしました。

１０時の開店を今か今かと待って、ようやく販売開

「かけぼしのお米です。

お米はいりませんか。」「とれたての？おいしいお米

ですよ。」・・・・・元気なかけ声に釣られて？お客

さんが来てくれました。昨年のようにお客さんが殺

到するという状況ではありませんでしたが、一人、

二人とテントに立ち寄ってくれ、

ました。「へえ、これ子どもたちでつくったの？」

「昔の道具を使ったの？」と、感心してくださる方

もいて、子どもたちも嬉しそうでした。

既にイベント会場の方に人が集まっていたため

か、１時間を経過したぐらいから客足が止まり、な

かなか思うように売れません。完売できるのかなと

だんだん不安になっていく中・・・・子どもたちの

奮起する姿に驚かされました。どんどん大きな声を

出し、人混みの中に入っていきます。「お米、どう

ですか」「買ってくれませんか。」

夫婦円満の秘訣」というセールス文句も

？！一気に場が和みました。弱気になるどころ

か、子どもたちはあの手

ました。保護者の方もアドバイスをくださり、全員

で声を揃えて宣伝したり、丁寧

強く販売を続けました。

分、目標時刻を

事完売！！！！目標を達成することができました。

八幡っ子のパワーを轟かせる

 学校だより

        
八幡っ子

収穫したうるち米と餅米を販売

４・５年生が参加

９時過ぎに到着すると、さっそく販売の準備で

す。目立つように黄色い帽子をかぶり、黄色い法被

を着て、看板を立てたり、商品を並べたりしました。

今か今かと待って、ようやく販売開

です。」「ぼくたちがつくった

お米はいりませんか。」「とれたての？おいしいお米

ですよ。」・・・・・元気なかけ声に釣られて？お客

さんが来てくれました。昨年のようにお客さんが殺

到するという状況ではありませんでしたが、一人、

二人とテントに立ち寄ってくれ、次々と

ました。「へえ、これ子どもたちでつくったの？」

「昔の道具を使ったの？」と、感心してくださる方

もいて、子どもたちも嬉しそうでした。

既にイベント会場の方に人が集まっていたため

か、１時間を経過したぐらいから客足が止まり、な

かなか思うように売れません。完売できるのかなと

だんだん不安になっていく中・・・・子どもたちの

奮起する姿に驚かされました。どんどん大きな声を

出し、人混みの中に入っていきます。「お米、どう

ですか」「買ってくれませんか。」「おいしいお米は

夫婦円満の秘訣」というセールス文句も

？！一気に場が和みました。弱気になるどころ

か、子どもたちはあの手この手で完売を目指してい

ました。保護者の方もアドバイスをくださり、全員

で声を揃えて宣伝したり、丁寧に接客したり

強く販売を続けました。 

分、目標時刻を 10 分過ぎましたが、見

事完売！！！！目標を達成することができました。

八幡っ子のパワーを轟かせる体験となりました。

 

学校だより 

  
八幡っ子

収穫したうるち米と餅米を販売するため

参加してきました。

９時過ぎに到着すると、さっそく販売の準備で

す。目立つように黄色い帽子をかぶり、黄色い法被

を着て、看板を立てたり、商品を並べたりしました。

今か今かと待って、ようやく販売開

」「ぼくたちがつくった

お米はいりませんか。」「とれたての？おいしいお米

ですよ。」・・・・・元気なかけ声に釣られて？お客

さんが来てくれました。昨年のようにお客さんが殺

到するという状況ではありませんでしたが、一人、

次々と売れていき

ました。「へえ、これ子どもたちでつくったの？」

「昔の道具を使ったの？」と、感心してくださる方

もいて、子どもたちも嬉しそうでした。 

既にイベント会場の方に人が集まっていたため

か、１時間を経過したぐらいから客足が止まり、な

かなか思うように売れません。完売できるのかなと

だんだん不安になっていく中・・・・子どもたちの

奮起する姿に驚かされました。どんどん大きな声を

出し、人混みの中に入っていきます。「お米、どう

「おいしいお米は

夫婦円満の秘訣」というセールス文句も飛び出

？！一気に場が和みました。弱気になるどころ

この手で完売を目指してい

ました。保護者の方もアドバイスをくださり、全員

接客したり、粘り

分過ぎましたが、見

事完売！！！！目標を達成することができました。

体験となりました。
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するため

きました。 

９時過ぎに到着すると、さっそく販売の準備で

す。目立つように黄色い帽子をかぶり、黄色い法被

を着て、看板を立てたり、商品を並べたりしました。 

今か今かと待って、ようやく販売開

」「ぼくたちがつくった

お米はいりませんか。」「とれたての？おいしいお米

ですよ。」・・・・・元気なかけ声に釣られて？お客

さんが来てくれました。昨年のようにお客さんが殺

到するという状況ではありませんでしたが、一人、

売れていき

ました。「へえ、これ子どもたちでつくったの？」

「昔の道具を使ったの？」と、感心してくださる方

既にイベント会場の方に人が集まっていたため

か、１時間を経過したぐらいから客足が止まり、な

かなか思うように売れません。完売できるのかなと

だんだん不安になっていく中・・・・子どもたちの

奮起する姿に驚かされました。どんどん大きな声を

出し、人混みの中に入っていきます。「お米、どう

「おいしいお米は

飛び出

？！一気に場が和みました。弱気になるどころ

この手で完売を目指してい

ました。保護者の方もアドバイスをくださり、全員

、粘り

分過ぎましたが、見

事完売！！！！目標を達成することができました。 

体験となりました。 

 

 

 先週の金曜日、天祖神社の

秋祭りに全校で参加しました。

「地域を元気に」という目的

で昨年から始まった取り組み

です。

を担ぎます。まずは、低学年が

した。「わっしょい。わっしょい。」とかけ声をかけ

ながら平坦な道を下ります。途中、橋を渡ったり、

した足取りで進み、すぐに神社に着きました。最後

の階段は先生方も加わって

無事に神輿を運ぶことがで

きました。

しょに

ときになりました。

  

 

 

          

ください。」と１年生。準備してきたエプロンをつ

けて、調理実習への意気込みを見せてくれました。

「見に来てくださいね。」と言われていたので３時

間目に行ってみましたが、既に終了。記念写真の真

っ最中でした。

で、みんなとびっきりの笑顔でした。
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先週の金曜日、天祖神社の

祭りに全校で参加しました。

「地域を元気に」という目的

昨年から始まった取り組み

です。今年は「お下り」で神輿

を担ぎます。まずは、低学年が

した。「わっしょい。わっしょい。」とかけ声をかけ

ながら平坦な道を下ります。途中、橋を渡ったり、

した足取りで進み、すぐに神社に着きました。最後

の階段は先生方も加わって

無事に神輿を運ぶことがで

きました。地域の方といっ

しょに実りの秋を喜ぶ

ときになりました。

          

ください。」と１年生。準備してきたエプロンをつ

けて、調理実習への意気込みを見せてくれました。

「見に来てくださいね。」と言われていたので３時

間目に行ってみましたが、既に終了。記念写真の真

っ最中でした。できあがったお料理に大満足の様子

で、みんなとびっきりの笑顔でした。

スイートポテトをつくったよ

～八幡のよさをつないでいこう

出していく教頭先生は、

19 日 

 

 

学校教育目標

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

 

先週の金曜日、天祖神社の

祭りに全校で参加しました。

「地域を元気に」という目的

昨年から始まった取り組み

今年は「お下り」で神輿

を担ぎます。まずは、低学年が

した。「わっしょい。わっしょい。」とかけ声をかけ

ながら平坦な道を下ります。途中、橋を渡ったり、

鳥居をくぐったり。

を見合わせてはにっこりと笑

う姿がかわいらしかったです。

後半は、高学年です。しっかり

した足取りで進み、すぐに神社に着きました。最後

の階段は先生方も加わって 

無事に神輿を運ぶことがで 

地域の方といっ 

を喜ぶひと 

ときになりました。 

          １・２年生が教室前の花壇で

つくったさつまいもでスウ

ィートポテトをつくりまし

た。朝、登校してくるなり「校

長先生ちょっと教室に来て

ください。」と１年生。準備してきたエプロンをつ

けて、調理実習への意気込みを見せてくれました。

「見に来てくださいね。」と言われていたので３時

間目に行ってみましたが、既に終了。記念写真の真

できあがったお料理に大満足の様子

で、みんなとびっきりの笑顔でした。

ートポテトをつくったよ

のよさをつないでいこう

３年生の貴幸さんと

です。 

郡教育文化祭で指揮をする橋本先

生にレクチャーしている教頭先生

です。まるで親子のような風景が

微笑ましいですよね。音楽室から

歌声が聞こえ出すと

出していく教頭先生は、実は吹奏楽の達人です。

学校教育目標 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

先週の金曜日、天祖神社の 

祭りに全校で参加しました。 

「地域を元気に」という目的 

昨年から始まった取り組み 

今年は「お下り」で神輿 

を担ぎます。まずは、低学年が組をつくって担ぎま

した。「わっしょい。わっしょい。」とかけ声をかけ

ながら平坦な道を下ります。途中、橋を渡ったり、

鳥居をくぐったり。

を見合わせてはにっこりと笑

う姿がかわいらしかったです。

後半は、高学年です。しっかり

した足取りで進み、すぐに神社に着きました。最後

 

 

 

 

１・２年生が教室前の花壇で

つくったさつまいもでスウ

ィートポテトをつくりまし

た。朝、登校してくるなり「校

長先生ちょっと教室に来て

ください。」と１年生。準備してきたエプロンをつ

けて、調理実習への意気込みを見せてくれました。

「見に来てくださいね。」と言われていたので３時

間目に行ってみましたが、既に終了。記念写真の真

できあがったお料理に大満足の様子

で、みんなとびっきりの笑顔でした。 

ートポテトをつくったよ。

のよさをつないでいこう～ 

３年生の貴幸さんと葵さんのコンビ

 

郡教育文化祭で指揮をする橋本先

生にレクチャーしている教頭先生

です。まるで親子のような風景が

微笑ましいですよね。音楽室から

歌声が聞こえ出すとすぐさま

吹奏楽の達人です。

 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！ 

 

組をつくって担ぎま

した。「わっしょい。わっしょい。」とかけ声をかけ

ながら平坦な道を下ります。途中、橋を渡ったり、

鳥居をくぐったり。友だちと顔

を見合わせてはにっこりと笑 

う姿がかわいらしかったです。

後半は、高学年です。しっかり

した足取りで進み、すぐに神社に着きました。最後

１・２年生が教室前の花壇で

つくったさつまいもでスウ

ィートポテトをつくりまし

た。朝、登校してくるなり「校

長先生ちょっと教室に来て 

ください。」と１年生。準備してきたエプロンをつ

けて、調理実習への意気込みを見せてくれました。

「見に来てくださいね。」と言われていたので３時

間目に行ってみましたが、既に終了。記念写真の真

できあがったお料理に大満足の様子
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さんのコンビ

郡教育文化祭で指揮をする橋本先

生にレクチャーしている教頭先生

です。まるで親子のような風景が

微笑ましいですよね。音楽室から

すぐさま飛び 

吹奏楽の達人です。 

組をつくって担ぎま

した。「わっしょい。わっしょい。」とかけ声をかけ

ながら平坦な道を下ります。途中、橋を渡ったり、 

友だちと顔 

 

う姿がかわいらしかったです。 

後半は、高学年です。しっかり

した足取りで進み、すぐに神社に着きました。最後

１・２年生が教室前の花壇で

つくったさつまいもでスウ

ィートポテトをつくりまし

た。朝、登校してくるなり「校

 

ください。」と１年生。準備してきたエプロンをつ 

けて、調理実習への意気込みを見せてくれました。 

「見に来てくださいね。」と言われていたので３時 

間目に行ってみましたが、既に終了。記念写真の真 

できあがったお料理に大満足の様子 

 


