ことしは、小学校生活最後の年
なので、思い出に残る一年にした
いです。特に、運動会などの行事
で、皆をまとめられるようにがん
ばり成功させたいです。
それから、
修学旅行でたくさん学びたくさん

ことしは最高学年。
「スッキリ」
を目指して過ごしていきたいで
す。学習では、疑問を解決してモ
ヤモヤをなくし、生活では、自分
で判断し、進んで行動していきた
いです。そして、低学年のお手本
になるように心掛けていこうと思

けつぎ、更に新しい取り組みを加
たいことは
「野球」
です。ぼくは秋

ぼくが６年生になってがんばり
仲間と支え合って過ごしていきた

小学校生活最後の一年を 人の

います。

えて、今以上に良い平笠小学校を
いです。

そして、平笠小学校の伝統を受
ぼくは、バレーボールをやって
からキャプテンになりました。春

２月 日＝安比塗企業組合設立
２月６日＝開業から 年大更駅舎
最後の営業

積極的に練習に参加し、家でも素

優勝を目指します。そのために、

達成。女子では土屋正恵さん
（安代

手国体に引き続き優勝し、２連覇

井健弘さん
（田山中卒）が昨年の岩

身選手活躍。ジャンプ成年 で永

んなが、さらに学校に行きたくな

中卒）
が距離成年 で優勝

振りやキャッチボール、トスバッ

るような取り組みをしていきたい

３月
~日＝第 回全国高等学
校版画選手権大会本戦大会（新潟
県）
で平舘高４位入賞に当たる佐
渡市長賞受賞
３月 日＝地域おこし協力隊初の
卒業生
（松本篤英さん、明子さん夫
妻、渡邊るみさん）
を輩出。市内で
起業し、定住

５月１日＝ 年度に新設された市
教育研究所が初総会

日 ８
~

６月５ ９
~日＝ ラ グ ビ ー ト ッ プ
リーグの強豪パナソニックワイル
ド ナ イ ツ が 初 合 宿（ ７ 月

月２日には２度目の合宿）

６月 日＝市ふるさと応援寄付金
の返礼品初出荷
６月
~日＝第 回東北認定農
業者サミットが本市で開催
９月 日＝市長選挙で田村正彦氏
が４選
９月７ ~ 日＝第 回日本女子プ
ロゴルフ選手権大会コニカミノル
タ杯が安比高原ゴルフクラブで開
月２日＝安代診療所に遠藤芳夫

催
医師が着任
月 日＝第 回衆議院議員総選
月３日＝少年少女の詩江間章子

挙執行

月 日＝JA新いわて八幡平花

か

日＝小林潤志郎さんが

賞 周年を記念して音楽祭を開催
月

スキージャンプW杯初優勝
き

卉生産部会天皇杯受賞記念碑と吉
池貞藏氏（元安代町花き開発セン
ター所長）
の顕彰碑を建立
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楽しんできたいです。

います。だけど、なぜか
「迷い」
が
目指したいです。
になると、たくさん試合がありま
２月 日＝松川一の宮太鼓結成
周年記念演奏会

２月
~日＝第 回国民体育大
会スキー競技会
（長野県）で市内出

30

出てきています。選手になれるだ
ろうか、もっとうまくなれるだろ
す。６月にはマクドナルドトーナ

ムにしていきます。

ていきたいです。明るく強いチー

チームのみんなで集中して練習し

ます。優勝という目標に向かって

メントという大事な県大会があり

うかなど、不安になることがある
からです。
将来の見通しが持てなくて不安
になることもありますが、今やっ
ているバレーボールを続けなが
ら、自分が目指すもの、やりたい

れた内容で振り返ります。

Ｂ

ものをみつけていこうと思ってい
ます。
ことしの目標は、野球のスポ少
の県大会で優勝することです。去
年は 年生のおかげで県大会で優
勝できたので、今年も 年連続で

報はちまんたいに掲載さ

ティングなどをやりたいです。そ
して、
まだ知らないルールを覚え、
自分のピッチングを作りたいです。

ことし最高学年に上がり、児童
会副会長になります。児童会長と
協力し、全校をまとめながら、田
山小学校をさらによりよい学校に
したいと思います。特にも新１年
生が
「 学校が楽しい！学校が大好
き！」と思えるような田山小学校

ことしがんばりたいことは、あ

にしたいです。そして、全校のみ
いさつをもっと響かせられるよう

です。

17

小学校の最高学年になることし
は、下学年のお手本となるような
行動を心掛けようと思います。
４月から過ごす毎日が、小学校
生活最後の大切な一日一日です。
中学校に行って困らないように、
毎日の勉強や生活を振り返り、悔
いのない一年が過ごせるようにが

く伝え、テレビを見た人の命を守

んばります。

私のことしの目標は、児童会副
会長としてしっかりと役割を果た

ることにもつながるので、私もそ

関係する主な出来事を、広
30

し、全校のお手本となるように頑
張ることです。
将来の夢は気象予報士になるこ
とです。そのためにたくさん勉強
し用語をしっかり覚えたいです。

ことしは小学校生活最後なの

気象予報士はみんなに天気を詳し
で、みんなと楽しくすごす一年に

にすることです。あいさつが響け

17 Ａ
1

５0

ば相手が気持ちよくなれるからで

21

29

48

齊藤 真心 君

安保 息吹 君
つといたします。

30

10

19

こ こ ろ

い ぶ き

ういう人になりたいです。

実感できるまちづくりを目指してまいり

したいです。行事は、力を合わせ

源を活かし、ともに暮らし、しあわせを

て成功させたいです。

ながら、八幡平の恵まれた自然環境、資

す。返事もハッキリとして最高学

１

平成29年に起こった市に
94

72

遠藤 乎 茉綺 さん

on ２０１７

17

き

ま

こ

11

15

13

＝寺田＝
＝松野＝
＝田山＝

すようお願い申し上げ、新年のごあいさ

年としてみんなの手本になりたい

ます。併せて西根病院の移転新築事業も

No.

03

2

ます。

本年も市民の皆さまのご協力を賜りま

です。

なぐ大更駅自由通路が３月までに完成し

31

しょうた

小山田 光希 君

また、小学校生活最後の年なの

施設である大更駅舎および駅の東西をつ

19

関口 翔太 君

ダフルな一年となりますように
こ う き

で、毎日の学校生活を大切にしな

また、大更駅周辺環境整備事業の中心

29

＝平舘＝
楽しい思い出たくさんの
＝安代＝

６

今後も、市民の皆さまとの対話を重ね

ち ゃ め

畑 愛莉 さん

犬のように元気いっぱい駆け回り

を進めてまいります。

がら、楽しい一年にしていきたい

施策を着実に推進し、具体的な事業実施

また、私は運動が苦手なので、

郎選手がW杯スキージャンプにおいて

新年の抱負
えます。引き続き、計画に掲げる政策・

画前期基本計画の取り組みが３年目を迎

運動が得意になるようにしたいで

ームの合宿誘致や、本市出身の小林潤志

いぬ

本年は市勢発展の根幹となる市総合計

す。そのためには、マラソンや外

昨年は、ラグビートップリーグ強豪チ

市内小学校戌年生まれの児童に聞く

です。

よる地域活性化につなげてまいります。

佐藤 茶芽 さん

＝柏台＝
た。今後もさまざまな取り組みを行い、

遊びをして体力をつけたり、でき

初優勝という快挙を成し遂げるなど、ス

ポーツで大いに盛り上がった一年でし

ない種目を練習したりしていきた

ごあいさつを申し上げます。

ワン
本格化し、大更駅周辺のにぎわい創出に

＝平笠＝
あ い り

スポーツのまち八幡平市を全国に発信し

てまいります。

24

22

18
21

いです。

年 頭の
あいさつ
平成30年の新春を迎え、謹んで新年の

Looking back
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20

つ ば さ

髙橋 史 さん

保木 美乃 さん

彦
正
村

11

武藤 天翔 君

ふみ

よ し の

田
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＝大更 =
＝田頭＝
＝寄木＝
八幡平市長

