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◆クロスカントリー大会
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ことで、達成感を感じる
と同時に、自分の中に新
たな力を感じていたよう
です。また、円山の豊かな
自分たちの住んでいる地域
とができたようです。ご協力
者の方々に深く感謝する次第
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バスケット男 7 月 3 日

バスケット女 7 月 3 日

バレー 7 月 10 日

野球 6 月 26 日

ソフトテニス 7 月 3 日

サッカー 7 月 3 日
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に訪れました。目的は理科教
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当日は今井先生が１年１組

水圧」の授業を行い、森山先
モーター作り）」の授業をそ
の森中学校の生徒たちは、
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せてくれました。
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日 場所

日 宮の森中学校

日 宮の森中学校

日 常盤中学校

日 稲積中学校

日 啓明中学校

日 羊ヶ丘中学校

割愛させていただきます。）

部活動も各種発表会に向け
に吹奏楽は暑い日も多くな

けなくてはならない場合もでてきており
を開けずに我慢しています

きな音が届くこともあるかと
配りながら活動していきま
のほどお願い。何か気にな
遠慮なさらずに教頭（小路）
幸いです。


