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意見を取り入れ、できることを一生懸命やっていきます。人のところをよく

見て親切にできる自分のよさをいかして、楽しく過ごせる中学部にします。 

③あいさつをち

３人の候補者のみなさんが、立派なお願いの

あいさつをしてくれました。今年度の役員さん

のがんばりを引き継いでくれることと思いま

中学部となるように、よろ

歳に引き下げられることから、

本格的な投票を経験しました。 

日） 

日） 

：今度は３年生になる自分がやる番だと思い、立候補しました。

意見を取り入れ、できることを一生懸命やっていきます。人のところをよく

 

③あいさつをち

３人の候補者のみなさんが、立派なお願いの

あいさつをしてくれました。今年度の役員さん

のがんばりを引き継いでくれることと思いま

中学部となるように、よろ

歳に引き下げられることから、

 


