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「大 志」
大きな志をもとう。そして、大きな夢の実現に向かって努力しよう。

「もうすぐ卒業・・・もうすぐ終了」
風は、まだまだ冷たく感じますが、梅の便りも聞かれ、

木々の芽が少しずつ膨らんでいる感じがする今日この頃に
なりました。今後は、三寒四温のごとく、暖かい日、寒い
日を繰り返しながら、少しずつ春がやってきます。卒業式、
修了式まで体調に気をつけて残り少ない日々をがんばって
欲しいと思います。

いよいよ６年生は「卒業」という言葉
が目の前にやってきました。母校となる
九合小学校への登校も12日あまりとなりました。残された小学
校生活を悔いのないように有意義に過ごしていくようにしたい
と思います。今月も変わらぬ、保護者の方々のご理解とご協力
をお願いいたします

「表彰」 おめでとうございます！
月 日 氏 名（年－組） 成 績 大会・作品展名

５ 18 毛塚 美結（６－２） 金賞 GREEN CROSS JAPAN
東京都知事賞(個 第１９回「みどりの小道」環境日記コンテスト
人の部）

12 ９ ・本田 水樹（６－１） 銀賞 GREEN CROSS JAPAN
・岡田 しおり（６－２） ｸﾞﾘｰﾝｸﾛｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 第１９回「みどりの小道」環境日記コンテスト
・西村 奈々（６－２） ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ賞

（個人の部）

12 ９ ・青田 歩実（６－１） 銅賞 GREEN CROSS JAPAN
・増田 凜乃（６－１） ｸﾞﾘｰﾝｸﾛｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 第１９回「みどりの小道」環境日記コンテスト
・前原 彩那（６－２） 賞

（個人の部）

12 ９ ・三田 梓紗（６－１） 佳作 GREEN CROSS JAPAN
・茂原 里彩（６－１） ｸﾞﾘｰﾝｸﾛｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 第１９回「みどりの小道」環境日記コンテスト
・佐々木 遙香（６－２） 奨励賞
・久田 瑠華（６－２） （個人の部）
・伊藤 琴子（６－３）
・清水 奈々恵（６－３）
・石河 玲菜（５－１）
・石山 凜々愛（５－１）

12 ９ 太田市立九合小学校(団体） 金賞 GREEN CROSS JAPAN
ﾐﾊｲﾙ・ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌ 第１９回「みどりの小道」環境日記コンテスト

賞
（団体の部）

12 16 九合フェリーチェ 第３位 第26回佐野ライオンズクラブカップ争奪小学生バレ
ーボール大会6年生の部

11 18 【絵の部】 ユネスコ児童生徒作品展
・上繁 望実（１－１） 太田商工会議所 会頭賞
・岡崎 由宇（３－３） 太田市文化協会 会長賞
・鈴木 亜依（３－２） 新田ロータリークラブ 会長賞
・塩川 真菜（４－１） 太田中央ロータリークラブ 会長賞
・山木 鞍馬（４－２） 太田西ライオンズクラブ 会長賞
・永島 瑞希（５－２） 太田新田歯科医師会 会長賞
【書の部】



・織間 真麻（１－２） 太田ライオンズクラブ 会長賞
・坂岩 日和（４－３） 太田商工会議所 会頭賞
・十河 愛寧（５－３） 太田商工会議所 会頭賞

11 12 ・松井 千佳（３－１） 絵画部門 ぐんまこどもの夢大賞
奨励賞

11 11 ・伊藤 美貴（６－１） 建築士会賞 第28回ちびっこ絵画展
・奥村 優芽（２－３） 優良賞

12 23 九合フェリーチェ 敢闘賞 平成29年度第２回東毛支部新人大会

12 ２ ２年男子１組 太田中央 優 勝 第16回群馬県ミニミニバスケットボール大会
12 ３ ４年男子１２組 太田中央 優 勝

12 ３ 九合・旭・雄飛混成A 優 勝 第10回東毛地区オレンジボール大会

12 17 太田中央ミニバス 男子の部 太田ジュニアカップミニバスケットボール大会
準優勝

１ ４ 柳幸 俊成（１－３） 第19回ショパン国際ピアノコンクールIN ASIA
・全国大会 小学１，２年生部門 金賞
・アジア大会 小学１，２年生部門 奨励賞

１ 14 九合フェリーチェ ３位ブロック準 平成29年度東毛支部新人シード決定戦
優勝

１ 21 太田中央ミニバス 男子B-1組 群馬県ミニバスケットボール連盟交換大会
優 勝

太田中央ミニバス 男子B-1組 第９回JAカップミニバスケットボール大会
優 勝

１ 27 上原 昊真（４－１） 秀 句 第８回太田市・大泉町地区ジュニア川柳大会

２ ３ FC九合 準優勝 太田ジュニアカップ少年サッカー選手権大会
・落合惟仁（５－２）
・坂下瑠菜（５－３）

２ ４ 九合フェリーチェ 第５位 第36回群馬県小学生バレーボール連盟新人戦
東毛支部予選

２ ７ ・田中 信好（１－２） 入 選 平成29年度市内小・中学校読書感想画コンクール
・藤田 理央（４－１）
・松井 千夏（５－１）

９ ６ ・竹内 蒼（４－１） 優秀賞 平成29年度明るい選挙啓発ポスター
・竹内 蒼（４－１） 入 選
・石川 真衣（６－２） 努力賞

２ 18 【作文の部】 第 45回全労済小学生作品コンクール
・飯田 遼太（３－３） 銀 賞
・金井 徹平（４－２） 銅 賞

２ 18 九合フェリーチェ ２位ブロック 平成29年度 東毛支部卒業記念大会
・及川瑞貴（６－１） 準優勝
・佐々木遥香（６－２）
・高倉彩佳（６－２）
・千葉真優（６－３）
・山城あけみ（５－１）
・真名子かおり（５－１）
・根井奈々香（５－３）
・金子遊妃（４－１）
・大塚まなみ（４－３）
・今泉萌亜（４－２）
・関口心音（４－２）

１ 28 常澤 壮太（３－２） 入 選 MOA美術館全国児童作品展

今月の名言
ま ひと なに お し どりょく

待っているだけの人たちにも何かが起こるかも知れないが、それは努力
ひと のこ もの

した人たちの残り物だけである。 エイブラハム・リンカーン（政治家）


