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事

「８月の豪雨」が残したもの
８月１６日から１７日未明にかけての豪雨で、本校校区が甚大な被害を受けました。家屋
や店舗・工場の床上・床下浸水、車等の水没、学用品等の流出など大きな被害です。被災さ
れました皆様の一日も早いご回復をお祈りいたします。
南陵中学校にも約２００名の方が避難されましたが、深夜にはグランド一面が池になり駐
車していただくことができませんでした。グランドが貯水池として改修され初めてのことで
した。このことからも分かるように、尋常でない集中豪雨でした。
明るくなり生徒宅の被害状況を調べるために職員集合をかけましたが、道路が寸断され集
合には随分時間がかかりました。それぞれに電話をかけ被害状況をお聞きしましたが、想像
を超える被害が報告されました。しかし、電話がつながらないご家庭も多く、避難をされて
いることが想像できました。
翌日から被災された自治会長さんの指示のもと、職員でお手伝いにお伺いさせていただき
ました。地域を回っていますと、本校生徒がそれぞれ自主的にお手伝いをしている姿が見え
心強く思いました。部活動でもお手伝いに伺わせていただきました。また、保護者の皆様に
は、タオル等の物資を学校に届けていただきありがとうございました。
２学期が始まりましたが、学用品等が流出するなど心に大きなストレスを感じている生徒
が多くいます。体調の変化やしんどい場合はお知らせください。また、突然の雷や強い雨に
フラッシュバックが起こることもあるようです。保護者の皆様と共に生徒を見ていきたいと
思います。大変ですがよろしくお願いします。
【 校長 塩見 芳彦 】

「がんばろう福知山」南陵アルミ缶回収！
〜みなさんの善意を届けます〜
生徒会では、福知山を思い、水害で被災された地域へのボランティア活動
の一環として、アルミ缶回収を行います。
９月２日（火）､４日(木)、７日(日)体育祭当日、１０日(水)〜１２日（金）の６日間行います。
登校時に持ってきてください。また、近所の方から預って届けてもらってもいいです。人と人と
がつながれる元気の出る取組になればと思います。
みなさんの善意を被災された皆さんに届けます。ご協力をお願いします。

ＰＴＡ資源回収について

ご迷惑をおかけしました
８月２４日（日）に予定していたＰＴＡ資源回収は、大雨による影響もあり､今回は中止とさ
せていただきました。ＰＴＡ会員の皆様、地区委員の皆様、地域の皆様などに大変ご迷惑をおか
けしたしたことをお詫び申し上げます。
なお、今回中止となった資源回収は､１０月２６日（日）を予定しております。後日正式なご
案内をさせていただきます。どうかご支援・ご協力をお願いします。

日／曜

行

全員弁当必要(９月中)

１７日（水） 教育相談

２日（火） がんばろう福知山、南陵アル
ミ缶回収(2,4,7,9,12日に実施)

１８日（木） 教育相談

事

１９日（金） 教育相談

３日（水） ６日の振替休業日
４日（木） 牛乳開始(6日〜11日はなし)

２０日（土） 新人陸上競技大会（予備日２１日）
２１日（日） 市職員採用試験会場

６日（土） 体育祭予行練習・準備
（ジャージ登校）

２２日（月） 学校集金・旅行積立

７日（日） 体育祭（ジャージで8:15登校） ２３日(火)

秋分の日

８日（月） ７日の振替休業日

３年復習ﾃｽﾄ

１０日（水） ３年進路講演会・朝読書開始

２４日（水)

２７日(土)・２８日（日） 新人総体

給食費(牛乳)引き落とし

２９日(月)
１１日（木） あいさつ運動・登校指導
家族だんらんの日 教育相談
１２日(金)

教育相談

１５日（月） 敬老の日
１６日（火） 教育相談
【新人総体会場・日程】
陸上（桃映中）20日
野球（長田野・市営球場）27日28日
ソフトボール（南陵中）27日
バレーボール（南陵中）28日
バスケット （長田野体育館）27日28日
卓球（三段池ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ） 28日
ソフトテニス（三段池ﾃﾆｽｺｰﾄ）27日
柔道（武道館）・剣道（武道館）28日
サッカー（三段池多目的Ｇ）27日28日

部活終了時刻（17:00）
完全下校(17:20)
衣替え移行期間開始

※９月の給食は別途案内の通り牛乳のみとなりま
すので、お弁当の用意をお願いします。
※新人戦の会場が変更になっていたり､未定の
場合もあります。ご注意ください。
１０月の主な行事予定
４日（土）新人戦予備日
６日（月）後期人権学習開始
１１日（土）中丹駅伝
１３日（祝月）人権学習参観日 講演会
１４日（火）１３日の振替休業日
１６日（木）・１７日（金）中間試験
１８日（土）〜２０日（月）学校（園）美術展
２２日（水）２年生府学力診断テスト
２６日（日）資源回収
２７日（月）１１／１の振替休業日

朝の登校時、保護者の車はグラウンドアスファルト上を通行ください。
南陵中学校の周辺は､道幅が狭く視界も悪いところがあります。
生徒や職員にも注意していますが、保護者の皆様におかれま
校門
しても、徐行や一旦停止にご注意ください。
なお、今学期より､朝の登校時に保護者の皆さんは、安全のた 南
め、グラウンドの端にあるアスファルト上をご利用ください。
校
その他の時間帯は生徒の活動のためお控えください。
舎
※入口にある緑のネットは開けたままになっています。

朝は通行不可×
通行可能○
グラウンド

【お願いとお知らせ】

被災された皆さんへ
今回の大雨で被災された皆さんの中には､仕事もできなく困っておられる方もいらっしゃるので
はないでしょうか。市役所での相談窓口もありますが、学校関係でも準要保護制度もあり、申請
が認められる場合もあります。学校までお尋ねください。

・体育祭などで西田工業様のご厚意で駐車場をお借りしていますが、駐車方法でご迷惑をおかけ
したことがあります。丁寧な駐車をお願いします。
・９月１日より、西島 惠美子が事務職員として着任いたしました。本校の事務職員は２名体制と
なりましたのでお知らせします。どうかよろしくお願いします。

みんなで燃えた夏！総合体育大会等の結果について
〈輝いた汗と深まった絆〉
【福知山市大会

【福知山市大会

○サッカー

○ソフト

優勝

惜敗

○ソフトテニス女子

惜敗

個人】

○サッカー

惜敗

○柔道女子

惜敗

個人】

岸本教慈(2)
小橋亮太(2)
西垣貴博(2)

田添菜々子(3)
100M平泳ぎ ５位
50M自由形 11位

7/27,28

塩見智佳(1)
石本夢羽(1)
200M平泳ぎ ６位
100M ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 11位

陸上】

〔男子〕
3000ｍ 藤田陸也（3）３位
３年100ｍ
大森涼平（3）
1500ｍ 西田有輝（3）
砲丸投 細見拓也（3）
〔女子〕
200ｍ
真崎紀香（3）
1500ｍ 山本彩夏（2）
２年100ｍ 梅垣美空（2）
四種競技 吉野帆夏（3）
４×100ｍリレー
北村明日香(2） 真崎紀香(3） 吉野帆夏(3） 梅垣美空(2）
４×100ｍリレー(低) 髙見萌花(2）
大山音々(1） 西澤七海(1） 奧田千友合(2）

近畿大会出場（兵庫県神戸市8/7） 3000ｍ 藤田陸也（3）
全国大会出場（香川県丸亀市8/20） 1500ｍ 藤田陸也（3）
【京都府吹奏楽コンクール 8/1 】

銀賞（中学校の部Ａ）

【三丹陸上競技選手権大会 7/19 】 3000ｍ １位 西田有輝
【京都府ソフトテニスフェスティバル北部ジュニア大会 8/2 】

団体 7/21,23,24,25】

○バレーボール 優勝
○サッカー 優勝
○柔道女子 準優勝
○剣道男子 ３位
○剣道女子 ３位
○ソフトボール ３位
○ソフトテニス男子４位
○バスケット男子 惜敗
○バスケット女子 惜敗
○柔道男子

１年女子の部 優勝 辻 李佳(1)・山下千尋(1)
２年女子の部 準優勝 小長谷るな(2)・岡本紗依(2)
３年男子の部 準優勝 平尾勇太(3)・迫俊介(3)
惜敗

【両丹地区中学校ソフトテニス大会
女子の部

【中丹大会

３位

【京都府陸上大会出場者

○ソフトテニス男子
優勝 平尾勇太(3)・迫俊介(3) ３位 石井一弥(2)・吉岡孝章(2)
８位 山川隼矢(3)・奥村玲王(3)
○ソフトテニス女子
優勝 小長谷るな(2)・岡本紗依(2)
８位 家田紗里(3)・横田望乃(3)
８位 長尾達希(3)・芦田亜以奈(3)
○柔道男子
重量級 準優勝 岸本教慈(2)
軽量級 ３位 野々口智基(3) ３位 井隼龍一(3)
○剣道男子 ３位 野村翔平(3)
ベスト８ 田畑 蓮(2)
○剣道女子 ３位 長田真由子(3)
３位 三橋琴未(1)
○卓球男子 ６位 宮城明日斗(3)
８位 中井 浩(3)

【中丹大会

○バレーボール

○柔道個人
○水泳

○柔道女子 優勝
○バスケット女子 準優勝

惜敗

団体 7/29,30】

【京都府大会出場者

団体 7/12,13,19,20,21】

○バレーボール 優勝
○ソフトテニス男子 優勝
○柔道男子 優勝
○バスケット男子 準優勝
○剣道男子 準優勝
○卓球男子 ３位
○卓球女子 ４位 ○野球
○剣道女子 惜敗

【京都府大会

優勝

7/12 】

小長谷るな(2)・岡本紗依(2)

個人】

○ソフトテニス男子
ベスト８ 平尾勇太(3)・迫俊介(3)
○柔道男子
級別 ３位 岸本教慈(2)
○柔道女子
級別 ３位 田添菜々子(3)
○剣道男子 ベスト８ 田畑 蓮(2)
○剣道女子 ベスト８ 三橋琴未(1)
ベスト８ 長田真由子(3)

【テニスまつり
中学女子の部
中学男子の部

京都新聞社杯 7/27 】
準優勝
３位

小長谷るな(2)・岡本紗依(2)
石井一弥(2)・吉岡孝章(2)

心温まるお手紙ありがとうございました。
前略ごめんくださいませ
過日の災害で南陵中学校の先生や生徒様にボランティアで大変お世話になりありがとう
ございました。その時、雷、大雨が降ってびしょぬれになりながら頑張っていただいて申
し訳なく思っていました。風邪などひいておられないかと心配しております。本当にあり
がとうございました。どうかくれぐれもよろしくお伝えくださいますようお願い申し上げ
ます。後日、市のボランティアの方に来ていただいて、溝の泥かきもきれいにしていただ
いて道路の上の泥もすっかりきれいになってうれしく思っております。皆様に助けていた
だき、心温まるご行為に感謝いたしております。誠にありがとうございました。
側溝の泥かきをしたときのことでした。このお手紙は大切な宝物になりました。

