
と　き 平成３１年２月９日（土）

ところ 四日市市文化会館　第２ホール

　　　　　　　　　第１展示室C,D



日程

8：4５ 第1部　入場

９：００ 　　●第1部　開会の言葉

　　●主催者あいさつ   川越町教育委員会　

９：０５ 学習発表会（第１部）

9:05 1 合奏 OLA！ 川越南小学校

9:10 2 表現 元気いっぱい！！わくわく千種小学校 千種小学校

9:15 3 劇 さくらゆうびんからのおてがみ 羽津小学校

9:20 4 表現 いっしょに冒険しよう！！ 保々小学校

9:25 5 ダンスと合奏 みんな　なかよし 下野小学校

9:30 6 表現 もりもりパラダイス２０１８ 朝上小学校

9:35 7 ダンス 音神　～たんぽぽスペシャル～ 大谷台小学校

9:40 8 体操 ～げんきでるでる～KAWAGOEキラキラたいそう 川越北小学校

9:45 9 表現 とみすはら　マジック 富洲原小学校

9:50 10 ダンス 世界があなたに笑いかけている 富田小学校

9:55 11 表現 レッツ　エンジョイ！～みんなで　たのしもう～ 竹永小学校

10:00 12 ダンス U.S.A  ～朝日小バージョン～ 朝日小学校

10:05 13 表現 ぼくらの運動会！ 八郷小学校

10:10 14 ダンス イロトリドリ 鵜川原小学校

10:15 15 英語劇 くじらぐも 羽津北小学校

10:20 16 表現 パプリカ～あなたにとどけ 菰野小学校

10:25 17 ダンス 小さな世界～ともだちとたのしく～ 大矢知興譲小学校

10:30 18 クイズ クイズ！かいぞうショー 海蔵小学校

１０：４０ 第1部　閉会の言葉　　第1部退場



日程

１１：００ 第２部　入場

１１：１５ 　　●第2部　開会の言葉

　　●主催者あいさつ   四日市市教育委員会

１１：２０ 学習発表会（第２部）

11:20 1 表現 バランスボール運動 日永小学校

11:25 2 合唱奏 「ソラシド」ミュージック 川島小学校

11:30 3 パフォーマンス ビバ！吉田山 常磐西小学校

11:35 4 表現 リズムにのって楽しく 楠小学校

11:40 5 リズムダンス みんなでダンスパーティー 河原田小学校

11:45 6 表現 みんなで元気に言えるかな？ 四郷小学校

11:50 7 パフォーマンス 桜台っ子チャレンジ 桜台小学校

11:55 8 運動 あがたっ子パフォーマンス 県小学校

12:00 9 表現 とんだり　はねたり　おどったり 三重小学校

12:05 10 リズム表現 できっこないをやらなくちゃ 泊山小学校

12:10 11 リズム リズムに合わせて 内部東小学校

12:15 12 表現 ともだちトゥラッタッタ 高花平小学校

12:20 13 合奏 さくらハーモニー 桜小学校

12:25 14 運動 すくすくの森の歌 笹川西小学校

12:30 15 劇 お絵かきクイズ 塩浜小学校

12:35 16 合奏とダンス Little　Brown Jug 常磐小学校

１2：4５ 第2部　閉会の言葉　　第2部退場

　



日程

１３：２５ 第３部　入場

１３：４０ 　　●第３部　開会の言葉

　　●主催者あいさつ   朝日町教育委員会　

１３：４５ 学習発表会（第３部）

13:45 1 器楽演奏筝 いつも何度でも 朝明中学校

13:50 2 パフォーマンス USAイリュージョン 西笹川中学校

13:55 3 合奏 「ムービン　オン」「海の静けさ」 富田中学校

14:00 4 ダンス Summer　Madness 南中学校

14:05 5 ギター演奏 「世界に一つだけの花」 富洲原中学校

14:10 6 歌唱 未来へのステップ 内部中学校

14:15 7 マリンバ演奏 「365日の紙飛行機」「ふるさと」 桜中学校

14:20 8 ハンドベル ドレミの歌 朝日中学校

14:25 9 ダンス 生徒会ダンス2018ーイロトリドリー 羽津中学校

14:30 10 合唱 「大切なもの」 三滝中学校

14:35 11 器楽演奏 きらきら星変奏曲　　バッハ　インヴェンション第8番 菰野中学校

14:40 12 ダンス USA 塩浜中学校

14:45 13 合唱･器楽演奏 夢の世界を 笹川中学校

14:50 14 ダンス･太鼓 OIKE☆ソーラン 大池中学校

14:55 15 トーンチャイム 栄光の架橋 三重平中学校

15:00 16 ミュージックベル 星に願いを 八風中学校

15:05 17 ダンス エアロビックダンス 山手中学校

15:10 18 演奏 ドラゴンクエスト 川越中学校

15:15 19 ハンドベル 夢の世界を 楠中学校

15:20 20 木琴合奏 風のとおり道 西朝明中学校

15:25 21 琴演奏 「さくら　さくら」 港中学校

15:30 22 演舞 歌舞伎 保々中学校

１5：４0 第３部　閉会の言葉　　第３部退場

　
　

＜保護者席・駐車場についてご協力のお願い＞

本年度は、四日市市文化会館改修工事のため、第2ホールでの開催となります。そのため、
保護者席数に限りがあり、また、駐車場も通常より１００台程度減少しています。

以下の2点についてご協力をお願いします。

【保護者席】
ご自分のお子さんの学校の発表が終わりましたら、後の方に席をおゆずりください。

【駐車場】

できるだけ公共交通機関の利用をお願いします。お車で来館の際は、見学や鑑賞が終わり次第、

車の出庫をお願いします。また、満車の際には有料駐車場をご利用いただく場合もございます。


