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27 足立区教育委員会児童・生徒褒賞
年度

受賞者一覧

■問い合わせ先＝教育政策課 庶務係

区長褒賞

清水音乃
（栗島中学校2年生）

――文化――

鈴木健太
（足立小学校4年生）

英語劇
千寿桜堤中学校第3学年

絵画
高橋來
（亀田小学校1年生）

環境教育プログラム
大井碧純
（舎人小学校6年生）

ピアノ
小島みなみ
（六木小学校2年生）
佐取瑚乃愛
（六木小学校4年生）
野口大晴
（綾瀬小学校5年生）
金管バンド
千寿双葉小学校金管バンド
吹奏楽
第十四中学校吹奏楽部

――スポーツ――

空手
井手翔太
（弥生小学校6年生）

トランポリン
折田侑翼（入谷南中学校3年生）

スポーツ吹矢
鶴巻結瀬
（栗原北小学校4年生）

田中大翔
（扇小学校6年生）

バトントワリング
荒木りりあ（谷中中学校1年生）

吉田彰太郎
（栗島中学校2年生）

福島愛理
（第四中学校2年生）

山部風菜（栗島小学校5年生）

陸上
天岳直樹
（第十四中学校3年生）

マロンパフェ

鍜治武尊
（第十一中学校3年生）

清水里紗
（栗島中学校3年生）
田中詩
（亀田小学校3年生）

長谷川杏純（花保小学校4年生）
松谷絆
（花畑小学校5年生）

森山詩音
（第十二中学校2年生）
米盛新
（東加平小学校4年生）
栗島中学校

小峯久佳
（渕江第一小学校1年生）

教育委員会褒賞
――文化――

絵画
井手勇希
（弥生小学校6年生）
髙橋実桜
（第十中学校2年生）

関井美祈
（蒲原中学校3年生）
牧美紗穂
（六月中学校2年生）
テコンドー
齊藤大河
（蒲原中学校2年生）

辻山優樹
（梅島第一小学校6年生）
茂呂綾乃
（千寿常東小学校5年生）
新体操
千寿青葉中学校新体操部

宇都宮一気（第五中学校1年生）
片岡恒惺
（西伊興小学校1年生）
金子静華
（桜花小学校2年生）
國澤果純
（渕江小学校5年生）
小泉莉瑚
（亀田小学校4年生）
小泉莉奈
（亀田小学校2年生）

環境教育プログラム
清野優華
（中島根小学校6年生）

佐藤宥良
（東渕江小学校3年生）

吉永都海希
（足立入谷小学校6年生）

庄山耀太
（花畑小学校2年生）

統計グラフ
木村祥太朗
（舎人第一小学校6年生）
プレゼン
中島根小学校6年

珠算
岡本秀太
（六木小学校5年生）

書道
鈴木彩華
（西新井第一小学校6年生）
鈴木ひな
（舎人第一小学校4年生）
将棋
高古玥
（亀田小学校3年生）
新聞
江南中学校1年A組

読書感想文
本田大和
（東綾瀬小学校4年生）
ものづくり
吉岡海人
（第六中学校3年生）
渡邊栞菜
（六月中学校3年生）
ピアノ
杉本遥
（中川北小学校4年生）
金管バンド
花畑西小学校金管バンド部
ブラスバンド
高野小学校ブラスバンド

――スポーツ――

空手
石井杏南
（渕江中学校3年生）

卓球
藤元駿（西保木間小学校4年生）
八島大地（鹿浜五色桜小学校6年生）
軟式野球
東綾瀬エンジェルス

水泳
菊池晴（足立小学校4年生）

仕黒詠士（青井小学校5年生）

髙橋萌加（西新井中学校2年生）

武腰雛子（西新井第一小学校5年生）
内藤栞音（花畑北中学校3年生）

フライングディスク
杉原亘
（第一中学校3年生）

池田綺莉華
（伊興中学校1年生）
鍜治晃
（第十一中学校1年生）

金田悠里
（東綾瀬中学校2年生）
下山研二
（第十三中学校2年生）
鈴木駿人
（東綾瀬中学校3年生）
滝田静海
（第十三中学校1年生）

蓮見かえで
（第十三中学校2年生）
堀切真依
（東綾瀬中学校2年生）
松本理奈
（伊興中学校3年生）
諸角勝
（第十三中学校1年生）
矢﨑玲
（第十三中学校1年生）
足立選抜リレーチーム

伊興中学校女子リレーチーム

第十四中学校3年男子リレーチーム
第十四中学校女子リレーチーム

内藤凜音（花畑北中学校3年生）
樋口綾華（第四中学校1年生）

（敬称略、
個人・団体別五十音順）

（亀田小学校4年生）
三ツ木悠河
（西新井第二小学校5年生） 小場未藍

近藤涼介
（古千谷小学校6年生）

リトル・マーメイド

村上達哉（蒲原中学校3年生）

硎屋亮太郎（千寿青葉中学校1年生）

上村俊太
（亀田小学校4年生）

VIPS

栗原萌香
（東綾瀬中学校1年生）

太極拳
栗原一颯
（梅島小学校3年生）

遠藤みなみ
（西保木間小学校5年生）
片岡優月
（西伊興小学校1年生）

正岡瑞佳（足立小学校3年生）

第四中学校空手道部

レスリング
市川悠人
（中島根小学校2年生）

片岡美月
（西伊興小学校1年生）

矢ヶ部楓（北鹿浜小学校5年生）

一輪車
スノーホワイト

井手勇希
（弥生小学校6年生）
今井えり
（第四中学校2年生）

☎3880-5961

様々な文化行事やスポーツ大会などで
優秀な成績を収めた児童・生徒に褒賞を
行っています。中でも特に優秀な成績の
児童・生徒には区長褒賞を贈っています。

島田杏
（西保木間小学校6年生）
庄山晃太
（花畑小学校6年生）

内藤暖次朗（千寿常東小学校1年生）

藤原應佑
（西新井第二小学校2年生）

新体操
堺ひまり（千寿青葉中学校2年生）

陸上
石井拓海
（第六中学校1年生）

体操
久富沙希（島根小学校6年生）

鈴木優南（千寿青葉中学校1年生）
千寿青葉中学校新体操部2年

トランポリン
新谷亮介（入谷南中学校3年生）
髙橋京佑（伊興中学校2年生）

スポーツ吹矢
金谷彩花
（栗原北小学校5年生）

井田雅乃
（第十四中学校2年生）
伊原幸子
（第七中学校3年生）
牛島賴希
（第八中学校3年生）

後野百香
（東綾瀬中学校1年生）
梅津舞美子
（伊興中学校3年生）

髙橋美乃里（皿沼小学校5年生）

バトントワリング
大場藍衣（東加平小学校6年生）

エヒギアト蘭スーザン
（長門小学校5年生）

早川奈波
（第七中学校1年生）

太附藍里（東加平小学校3年生）

榊原光
（伊興中学校1年生）

那須あんな（弘道第一小学校4年生）
林咲里
（西保木間小学校4年生）
深澤良太
（亀田小学校3年生）
古谷柊斗
（梅島小学校2年生）
松谷洸奏
（花畑小学校6年生）
松丸宝誠
（弘道小学校3年生）

𠮷村凜太郎（弘道第一小学校5年生）
米盛希々子（第四中学校1年生）
別部秀
（第四中学校2年生）
亀田小学校団体チーム

剣道
北田泰哲
（六月中学校3年生）
齋藤輝
（第十四中学校3年生）

柔道
岩村瑛太
（西新井第二小学校4年生）
宮木果乃
（中川小学校5年生）

バレーボール
渕江中学校男子バレーボール部

なぎなた
髙橋ノエル（東綾瀬小学校2年生）

折笠寧々（栗島小学校5年生）

名田部咲良（東加平小学校3年生）
早川実夢（綾瀬小学校5年生）

松家菜々美（足立小学校3年生）
山部華楓（第四中学校3年生）
米山悠翔（栗島小学校1年生）
プチオレンジ

テニス
早川エレナ（入谷南中学校3年生）
バドミントン
弓削綾登（梅島小学校2年生）
軟式野球
足立フェアリー

カバラホークスＡ

西伊興若潮ジュニア

ゴルフ
鈴木能々子（鹿浜五色桜小学校3年生）
ランバイク
岡村陸生（亀田小学校1年生）

髙橋ひらり（東綾瀬小学校6年生）

水泳
阿部龍士（加賀中学校3年生）

谷明展
（東栗原小学校3年生）

柏﨑楓花（西新井中学校1年生）

谷顕光
（東栗原小学校4年生）

レスリング
烏田将伍
（千寿桜堤中学校1年生）

金山風馬
（第九中学校3年生）
今野彰顕
（第七中学校2年生）

佐々木桜輝
（第十三中学校2年生）
石堂木乃葉
（第十二中学校2年生）
田中葉月
（第九中学校3年生）
遠矢浩気
（第九中学校2年生）
豊田愛花
（第七中学校2年生）
林景斗
（第六中学校2年生）

第十一中学校女子リレーチーム

第十三中学校女子低学年リレーチーム
第十四中学校男子リレーチーム

第十四中学校2年男子リレーチーム
第七中学校リレーチーム
東綾瀬中学校

陸上競技部女子リレーチーム

駅伝
第十一中学校男子駅伝チーム

――善行――

善行
茂木健太
（蒲原中学校3年生）

市川晟寛（第十二中学校3年生）
川口楓瑚（西新井第一小学校6年生）
鈴木舞（伊興中学校2年生）

（敬称略、
個人・団体別五十音順）

（地上から高さ50cm）■問い
日付
（2/16〜29）
16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 ■計測場所＝区役所前中央公園
放射線量の調査
（雨天時を除く、
平日） 測定値（マイクロシーベルト／時）0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 合わせ先＝足立保健所生活衛生課 生活衛生係 ☎3880-5374
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区のホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。■申込＝窓
口■申先＝子ども家庭課／区民事
務所／こども支援センターげんき
／各保健総合センター■問先＝子
ども施策推進担当 ☎3880-5266

郵送申し込み記入例
切手

〒120‑8510

足立区役所
○○課
○○係

上記マーク
がある申し
込みは、右
の例を参照

中学校を卒業する子どもなど
の医療証は返却してください

（○○は申し込み
課・係名など）

親子サロン
（4月分）
■日時＝14日㈭・28日㈭、午前
9時30分〜正午■場所＝エル・ソ
フィア■対象＝就学前の子どもと
保護者■内容＝子どもを連れた保
護者が気軽に立ち寄れる休憩場所
※午前10時30分から絵本の読み
語りや手遊び会などを開催■申込
＝不要 ※当日直接会場へ■問先
＝男女参画プラザ ☎3880-5222

「あだち子育てパスポート」
を交付しています
■対象＝中学生以下の方がいる世
帯または妊娠中の方がいる世帯■
内容＝協賛店で提示すると協賛店
独自の割引・優待サービスが受けら
れるカードを交付 ※協賛店などは

最終回!!

栄養士が教

凡例

お知らせ・情報コーナー

■申込…申し込み方法 ■期限…申込期限
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先
※費用の記載がないものは無料

■対象＝12年4月2日〜13年4月1
日生まれで 子 医療証
（義務教育就
学児医療証）を持っている子ども、
ま た は9年4月2日 〜10年4月1日
生まれの子どもと申請者のみの家
庭で 親 医療証
（ひとり親家庭等医
療証）を持っている方■内容＝医
療費助成が3月31日で終了。医療
証は要返却 ※身体障害者手帳ま
たは愛の手帳を持っている方は、
障 受給者証
（心身障害者医療費助
成受給者証）の対象になる場合あ
り■問先＝▷ 子 医療証…親子支援
課 児童給付係
☎3880-6492
親
▷ 医療証…親子支援課 親子支
援係
☎3880-5883
▷ 障 受給者証…障がい福祉課 障
がい給付係
☎3880-5472

ぜん息 子どもの水泳教室
（10日制）
■日時＝5月11日〜7月13日の毎
週水曜日、午後3時20分〜5時30
分■場所＝スイムスポーツセン
ター
（うきうき館）
■対象＝ぜん息
を治療中の4歳〜中学生 ※保護

☎…電話番号
…ファクス番号
…ホームページアドレス
…Eメールアドレス

者の送迎が必要■内容＝医師や看
護師が体調を管理し、指導員が年
齢や泳力に応じた泳法を指導■定
員＝60人 ※定員を超えた場合
は参加回数の少ない方を優先■申
込＝電話■申込期間＝3月11日〜
26日■申・問先＝お問い合わせ
コールあだち
（毎日、午前8時〜
午後8時）
☎3880-0039

ムに入力または申込ハガキを へ
郵送 ※申込ハガキは区民事務所
などで配布■申先＝▷窓口…保健
予防課 健診事業係／中央本町地
域・保健総合支援課
（足立保健所内）
／各保健総合センター ▷郵送…
保健予防課 健診事業係■問先＝健
診事業係
☎3880-5121

原爆被爆者関係事務の
窓口の変更

小学校に入学する子どもの
保護者に4月から
利用できる医療証を送付
■対象＝21年4月2日〜22年4月
1日生まれの子ども■内容＝4月1
日から 乳 医療証
（乳幼児医療証）
を 子 医療証
（義務教育就学児医療
証）に切り替え ※対象者の保護
者に、4月1日から使用できる 子
医療証を3月下旬に送付■問先＝
児童給付係
☎3880-6492

■変更日＝4月1日㈮■内容＝原
爆被爆者関係事務の窓口が、足立
保健所生活衛生課 医薬衛生係か
ら衛生管理課 衛生管理係（区役所
内）へ変更■問先＝医薬衛生係
☎3880-5362

後期高齢者医療保険料の
納め忘れはありませんか
4月からがん検診・成人歯科
健診が受診券方式に変更
■内容＝4月から、従来の受診票で
はなく受診券を配布 ※受診券に
は28年度に受診できる検
（健）
診を
すべて表示。複数の検
（健）
診が実
施可能な医療機関でまとめて受診
することも可■申込＝窓口または
区のホームページ内の専用フォー

75歳の誕生月の翌月から一人
ひとりが保険料を納めます。新た
に被保険者となった方は、すぐに
年金天引きにはなりません。年金
天引き開始までは納付書を送付し
ます。納期限までに納付が困難な
方はご相談ください。■問先＝資
格収納係
☎3880-6041
福祉・高齢医療は、
4面に続きます

える

インタビュー

梅島小学校

宮鍋 和子さん

今日の献立
昆布ごはん
菜の花と春キャベツの
しょう ゆ あ
レモン醤油和え
つくね汁
牛乳

「菜の花で味わう春の味」
旬の味を楽しむ和え物
柔らかい春のキャベツと菜の花の和え物
です。菜の花の苦味が苦手な子もいますが、
春キャベツや桜エビの甘みで食べやすくし
つつ、菜の花自体の風味を味わえるように
しています。このほろ苦さも含めて、
春の
「旬
の味」として子どもたちに覚えてもらいたい
ですね。また、キャベツなど季節によって
味や食感に変化のある食材も積極的に取り
入れて、その違いを体験してもらっています。
給食の時間をいろいろな可能性につなげたい
給食の時間を、子どもたちにとってただ食
べるだけの時間にならないようにしています。
食材や調理に興味を持つ時間でもいいし、友
人とのコミュニケーションの時間でもいいで
すね。子どもたちの興味をいろいろと引きだ
せるように、毎日の給食の食材や調理室の様子、
クイズなどを
「一口メモ」
として配布するなど
の工夫をしています。子どもたちからは
「知っ
ている食べものの話が書かれていてうれしい」
の声や
「メモのことを家族や友達と話した」
と
いう声も。学校だけでなく、家庭でも給食の
時間を楽しんでくれるのはうれしいですね。

予 告！4月10日号から、区がおすすめするレシピを紹介する新コーナーをお届けします。

■問先＝おいしい給食担当 ☎3880-5427
献立の中から

※紹介できなかったメニューは、
区のホームページで公開中
しょう

ゆ

あ

菜の花と春キャベツのレモン醤油和え を紹介
エネルギー30kcal 野菜量55ｇ 塩分0.6ｇ
調理時間15分 材料費約30円
※エネルギー、材料費などは1人あたりの目安

■材料（ 4 人 分 ）
ニンジン：中6分の1本 春キャベツ：2枚程度 菜の花：45g
モヤシ：50g 豆ちくわ：1個 桜エビ：3g
〜調味料〜
醤油：大さじ1 レモン汁：大さじ2分の1 砂糖：少々
ゆ

春キャベツは生でもやわらかいので、茹ですぎな
料理の
いようにします。菜の花の茎部分は少しやわらか
ポイント
めに茹でると子どもでも食べやすくなります。
■作り方
①ニンジン・春キャベツは細切り、菜の花は2cm程度のざ
く切り
（茎の太い部分は縦に2〜4等分）
、豆ちくわは1mm
程度の輪切りにする ②鍋にニンジン・モヤシ、かぶるく
らいの水を入れて火にかける ③沸騰してきた
ら、菜の花の茎部分を加えてさらに沸騰
させる ④残りの菜の花・春キャベツ
を加え、火が通ったら、ザルにあげ
て水気をきる ⑤調味料をあわせる
⑥ボウルに④の茹でた野菜・豆ちく
わ・桜エビ・調味料を入れて和える

このマークは、野菜を食べやすい環境をつくり、糖尿病予防を進める そのほかの関連事業など、くわしくは区のホームページをご覧になる
「あだち ベジタベライフ〜そうだ、野菜を食べよう〜」関連事業です。 か、お問い合わせください。■問先＝健康づくり係 ☎3880-5433

ヘルプマークを
覚えてね

援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方が
身につけています。■問先＝障がい施策推進担当 ☎3880-5255

