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休日にあらねば人のまばらにて
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満開の梅林冷えて鎮もる
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⃝「わーくる」の開室時間
平
日 午前11時～午後７時
土日祝日 午前９時～午後５時
休 室 日 毎週火曜日、毎月第３木曜日
※祝日と重なった場合は、翌日が休みとなります。

▼ ▼ ▼

⃝新着図書の紹介
❖トゲトゲくんはね、／クォン・ジャギョン著
❖音にさわる／広瀬浩二郎著
❖ぼくのお父さん／矢部太郎著
❖野生のロボット／ピーター・ブラウン著
❖同志少女よ、敵を撃て／逢坂冬馬著
❖藤井ちゃんこ／藤井恵著
❖カミキィの〈か和いい〉季節おりがみ／カミキィ著

咲き群れしカタクリの花色あわく
かめばシャキシャキ 春さわやかに
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庭
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猿田ひろ子

ひと

上樋口

北京では燕のように飛翔する
スキージャンプの「小林陵侑」

俳

】

シクラメン蕾の数かず立ちあがる
花は約束したかのように

【

柳

どの字にも花まるありて進級す

川

雪の道ころばぬようにと独り言

玄関を明けて初春迎えけり

【

ています。また来月お会いしましょう。

佐藤ちずる

広報「ごじょうめ」1053号 令和4年4月1日

お問い合わせ 町教育委員会生涯学習課（☎852・4411）

舘岡
小玉
小玉
武田
小林
高橋
銅賞 宮川
小玉

（敬称略）

▼

第61回新年書きぞめ展
金賞 金野
零（五城目小２年）
舘岡 萌花（五城目小２年）
森国 茉央（五城目小２年）
金野 結芽（五城目小４年）
草皆 菜桜（五城目小４年）
𠮷田 和桜（五城目小４年）
阿部紗理菜（五城目小６年）
高橋 千遥（五城目小６年）
石井 心音（五城目一中３年）

▼

▼

銀賞

莉子（五城目一中３年）
北斗（五城目小３年）
愛花（五城目小４年）
咲桜（五城目一中２年）
翼沙（五城目一中３年）
胡春（五城目一中３年）
陽向（五城目小６年）
胡桃（五城目一中１年）

第１回秋田県短詩型文芸大会
❖川柳部門 小・中学生の部
入選 小玉 瑛太（五城目小５年）
▼

ない日の夜には町の中を散歩しようと思っ

野

テージを目の前に、期待に胸を膨らませて

いることと思います。

西

このまま順調に暖かくなれば、冷え込ま

よいよ春がやってきそうです。

触れ合った友から受ける温い風

新たな学校での生活や人生の新たなス

ございます。

石井トモ子

ほとんどの雪がとけているように感じ、い

村

校を卒業された皆さん、ご卒業おめでとう

町
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朝と夕方の通勤の際に周りを見渡すと、

光人

ケリー・ジョアン・モルゴン

2020年12月に町の英語指導
助手（ALT）に着任しました。
出身地は、オーストラリアのノー
ザンテリトリー州のハンプティー
ドゥーという町です。
得意なスポーツはネットボール‼
よろしくお願いします(≧∀≦*)

はじめに、この春に小学校や中学校、高

渡部

Kelly Joan Morgon

On my morning and afternoon
commutes to and from work, it is
great to see much of the snow
has melted and that spring is
almos t her e. Hope fully, this also
means I will be able to start
going on some evening walks
without it being to cold. So, until
next time.

川

First, I would like to say a big
congratulations to all of the
students who have just recently
graduated from the elementary
school, the junior high school
and the senior high school. I
hop e tha t y ou ar e e x cit e d ab ou t
the next of stage of either your
schooling or life.

大

卒 業 、そ して 春

銀河

合で意識していることや、練習で強
化すべき点について話します。また、
「試合中にミスをしても態度に出さ
ない」、「相手に負けないくらいの声
を出す」など、技術面だけでなく、
精神面も特に重要とのことです。
インターハイ出場権をかけた夏の
総体まではあと２か月。越高さんは
「チームとしての『インターハイ出
場』という目標は変わらない。また、
新学期から部員が増える中で、団体
戦のメンバーに入れるようみんなで
切磋琢磨しながら頑張りたい」と、
畑澤さんは「一昨年は大会がなくな
り、昨年はインターハイに出場する
ことができなかった。今年こそイン
ターハイに出場できるよう、自分に
負けないテニスで試合に挑みたい」
と、最後の夏へ懸ける思いを話しま
した。

柴田

は、率先して下級生に声をかけたり、
主将のサポートをしたりと、献身的
団体戦で過去に県大会を６度制し な働きによってチームの良い雰囲気
た強豪・秋田西高校女子ソフトテニ を作り出しています。
ス部に所属する越高さん、畑澤さん
ソフトテニスは、２人１組のペア
の２人。昨年は、10月の全県新人 同士で対戦する競技で、その中で越
大会と12月の全県インドア（室内） 高さんは「前衛」、畑澤さんは「後衛」
大会でそれぞれ団体準優勝の成績を と、それぞれ別の役割をこなします。
収めるなど、県大会優勝にあと一歩
越高さんは、「ネットの近くでプ
のところまで迫りました。
レーする前衛は、得点につながる場
越高さんは、
「チームのみんなが 面が多くなる。そのため、積極的に
『インターハイ出場』という目標の 仕掛けに行くことやプレーの確実性
もと、得意なプレーを伸ばしたり、 を上げることが重要」と、畑澤さん
苦手な部分を克服したりとひたすら は、「前衛の選手が攻めやすいよう、
練習に励んでいる」と、畑澤さんは ラリーを継続させる中で、ボールに
「校内戦などを通じ、互いに刺激し 縦回転をかけた『ツイスト』や角度
合いながら個々のレベルアップが図 をつけて短めに打つ『ショートクロ
られている」と、それぞれがチーム ス』を交えながら、相手に良いショッ
内に流れる良い空気を感じていま トを打たせないよう常に駆け引きを
す。また、副主将を務める畑澤さん しながら試合に臨んでいる」と、試

紀久栄町

チーム一丸となって
インターハイ出場を目指す

この冬は鉄腕アトム元気づけ

秋田西高等学校３年、女子ソフトテニス部所属。昨年12月の全県新人戦では団体準
優勝。チーム一丸で、この夏のインターハイ出場を目指します。

考える時間をくれたのは雨だ

若者の元気は町の元気！
部活動などをがんばる
高校生や大学生を紹介します!

いつの間に主役は妻の守備範囲

畑澤
□さん（17歳・高崎㊨）
越高□□□さん（17歳・雀舘㊧）

※令和４年度の学年で表記しています。
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