
 

 

ンホールで「人権を考える町民のつどい」がありま

した。講演に先立って、今年度の人権標語の表彰

あり、八幡小学校からは、３人が入賞しました。

２年生の尾方莉子さんと、３年生の佐藤葵さんと、
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張気味の３人でしたが、名前を呼ばれ

賞状を受け取っていました。３人の思いがしっかり

実現できるように、学校での人権教育を進めていき

たいと思います。
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