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充実した１学期の終了！ 暑い夏に『挑戦』！
「自分を鍛え」計画的で有意義な休みを送ろう！

日
21
22
23
24
25
26

曜
木
金
土
日
月
火

行事予定
日 曜
与謝総体 丹ブロ総体 夏の事故防止府民運動（～８月２０日） 27 水
与謝総体 丹ブロ総体
28 木
丹ブロ総体
29 金
丹ブロ総体（テニス）
30 土
家庭訪問 三者面談開始
31 日
積木ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

行事予定
府陸上 府総体（柔道） ふりスタ・中２学力
府陸上 府総体 ふりスタ・中２学力 サマー講座（３年）
府総体 ふりスタ・中２学力 サマー講座（３年）
府総体

８ 月 学 校 行 事 予 定
近畿地方も梅雨明けとなり、本格的な暑さとなる夏本番へ向かう空模様となってきてい
ますが、皆様方にはご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は、本校の教育活動に対しまして、深いご理解と多大なるご支援を賜り厚くお礼申
し上げます。
さて、警報等で学習活動に影響がでている地域もみられますが、当地域では比較的安定
した天候の中、本日１学期が終了しました。学校全体といたしましては、学校生活（学習
や行事・部活動等）の中で、生徒は落ち着いた状況で精一杯の頑張りを見せ、「うちたて
ん－宮津中学校－」の実現に向け、着実に歩めた１学期でした。
夏休みに入るとすぐに、３年生にとっては、上部につながる最後の大会が始まります。
（先日お知らせしました「夏季総合体育大会のご案内」をご覧ください）休日の練習や練
習試合、毎日の練習など、日頃頑張ってきた成果を発揮し、部員数が減少した中ではあり
ますが、宮中の良さを試合でだしてほしいものです。保護者の皆様には、これまでの大会
等においても、生徒の頑張っている姿をご覧いただいていたとは思いますが、さらに、温
かいご声援をよろしくお願いいたします。併せまして、ご家庭での体調管理もお願いいた
します。
また、夏休みには、質の高い学力の育成・充実に向けた１年生
「振り返り集中学習（ふりスタ）」、「中２学力アップ集中講座」、
「学習補充」や「学習講座」の実施、さらには「３年生三者面談」
「１・２年生家庭訪問」を計画しています。
なお、長期予報で猛暑となることも予想されていますが、体調
管理や観光客で混雑する道路等での交通安全にも十分ご留意いた
だき、生活のリズムを崩さず安全で有意義な夏休みとなりますよ
うご協力をお願いいたします。

うちたてん－宮津中学校－
新たな宮中の伝統・文化をつくろう

ファイト！

与謝大会 ７月２１日・２２日
ソフトテニス 21日団体戦（城山公園）22日個人戦（男子: 宮津運動公園）（女子:城山）
丹ブロ大会 ７月２１日・２２日・２３日
野球
大江山運動公園 １回戦：対大宮中 9:30 ※準決以降は23日
ソフトボール 宮津市民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 21日：予選ﾘｰｸﾞ 22日：決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
バレー
弥栄社会体育館 21日：予選リーグ 22日：決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
バスケット
宮津市民体育館 男子：対網野中 9:20 ※準決以降は22日
卓球
大宮社会体育館 21日：団体戦 22日：個人戦
サッカー
大宮中ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
21日：予選ﾘｰｸﾞ 22日：決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
陸上
峰山途中ヶ丘運動公園 21日のみ ※今年度初めての実施
丹ブロ大会 ７月２４日
ソフトテニス 峰山総合公園テニスコート
※京都府大会は種目によって開催日が異なります。出場した部活には文書等による
連絡があります。
柔道（森山あすかさん）２７日 京都市武道センター
陸上 西京極陸上競技場 ２７日・２８日 ※近畿大会は8月6日･7日 和歌山県
吹奏楽 京都府吹奏楽コンクール ロームシアター ８月４日
全国陸上大会 ８月２１日～ 長野県 木村稜くん出場

日 曜
行事予定
日 曜
行事予定
１ 月 ふりスタ 中２学力アップ サマー講座（３年）
16 火 宮津灯籠流し
２ 火 ふりスタ 中２学力アップ
17 水 部活再開
３ 水 ふりスタ 中２学力アップ
18 木 与謝地方人権研究大会
４ 木 府吹奏楽コンクール ふりスタ 中２学力アップ サマー講座
19 金
５ 金 ふりスタ 中２学力アップ サマー講座（３年）
20 土
６ 土 近畿陸上 資源回収 ２年学年行事 学級行事（１－２）
21 日 全国大会（陸上：～24日 長野）
７ 日 学級行事(1-3)
22 月 ふりスタ 中２学力アップ サマー講座（３年）
８ 月 部活停止（～１６日）
23 火 ふりスタ 中２学力アップ サマー講座（３年） 漢字検定
９ 火
24 水 ふりスタ 中２学力アップ サマー講座（３年）
10 水 学校業務停止（～１６日）
25 木 ふりスタ 中２学力アップ サマー講座（３年）
11 木 山の日
26 金
12 金
27 土
13 土
28 日 宮津市陸上選手権
14 日
29 月 始業式
15 月 宮津総踊り
※今年度、市教委の指導により８月10日（水）から16日（火）まで学校が業務停止となり
ます。連絡等が必要な場合、担任への連絡をお願いします。
※７月下旬から８月上旬には、家庭訪問（１、２年）、三者面談（３年）を予定しており
ます。各学年、各学級で日程が異なりますがご理解いただき、よろしくお願いします。
※８月３０日（火）：３年実力テスト ２年学力テスト
９月１０日（土）：体育祭 １２日（月）：振替休日 １４日（水）：あいさつ運動

☆体育祭のテーマ、ブロック分け決定 ！
体育祭テーマ
飛翔 ～とんで
体育祭ブロック
学年・色
３年生
２年生
１年生

黄ブロック
３年１組
２年３組
１年２組

青ブロック
３年２組
２年２組
１年１組

つながれ 三色の輪～
赤ブロック
３年３組
２年１組
１年３組

☆各部活で総体に向け頑張っています！
○第６６回両丹地区中学校ソフトテニス大会（７月９日）
男子 準優勝 八木・米田ペア
○第４８回丹後中学生卓球大会（７月９日）
男子下級の部 第３位 藤田和憲くん
○第５１回北丹地方陸上競技選手権大会（７月１８日）
中学男子 １００ｍ 第２位 梅本 薫くん １２秒３
４００ｍ 第２位 大原雅昭くん ６０秒２
中学女子 １００ｍ 第３位 小谷果琳さん １３秒９
走高跳び 第３位 門河未紗さん １ｍ４０

☆木村稜くん全国大会へ！（19年ぶり）全国での活躍を期待してします
丹ブロ陸上の勢いで 通信陸上でのすばらしい活躍！
７月９日（土）、１０日（日）に山城運動公園陸上競技場で全日本通信陸上京都府大会
が行われ本校生徒が輝かしい活躍を見せてくれました。男子１００ｍ、２００ｍでは木村
稜くんが全国大会の標準記録を突破し、８月下旬開催の全国の舞台へ出場を決めました。
また、出場した多くの生徒がベスト記録を出し、入賞を果たしてくれました。今月下旬の
府陸上大会でも活躍してくれることを期待しています。そして、近畿大会への出場権を獲
得してほしいものです
１年男子１５００ｍ 小牧律貴くん ４分５９秒７３
２年男子 １００ｍ 大原雅昭くん １２秒４４ 予選
３年男子 １００ｍ 木村 稜くん １０秒９５ 第１位
（予選１０秒９４ 準決１０秒８５：大会新記録）
３年男子 １００ｍ 梅本 薫くん １２秒１７ 予選
共通男子 ２００ｍ 木村 稜くん ２２秒１８ 予選
（準決から棄権）
共通男子 走高跳び 内藤 輝くん
１ｍ７３ 第４位
１年女子 ８００ｍ 藤原桃花さん ２分３６秒７０
３年女子 １００ｍ 小畑真稀さん １２秒８８ 第７位
共通女子 ２００ｍ 小畑真稀さん ２６秒９７ 第７位
共通女子 走高跳び 門河未沙さん
１ｍ４８ 第５位

☆あいさつ運動、部活動懇談会・参観ありがとうございました！
７月６日（水）、ＰＴＡ主催の第２回目とな
る「あいさつ運動」が実施され、全校保護者の
皆様に校門を含めた通学路の４ヶ所で校区の民
生委員の皆様と一緒に登校する生徒に声かけを
していただきました。また、同日の放課後には
部活動の懇談会と参観を多くの保護者の皆様に
ご参加いただきました。部活中の生徒も夏の大
会への意気込みを見てもらうことができ、励み
となりました。お忙しい中ありがとうございま
した。

☆「思春期の子育て」！

ＰＴＡ教育講演会の開催

７月１３日（水）、歴史の館でＰＴＡ主催の教育講演会が実施
されました。突然の雨にもかかわらず多くの保護者の皆様にご参
加いただきました。今年は丹後保健所精神保健福祉相談員の西邑
章様に「思春期の子育て」と題して、親と子どもが一緒になって
育っていくことを講演していただきました。

☆資源回収等、行事へのご参加をお願いします！
８月６日（土）に資源回収を実施いたします。今年度の資源回収はこの１回のみとなり
ました。ぜひとも持ち込みをお願いします。また、学年や学級の行事も行われます。積極
的なご参加をお願いします。

☆今年も福島へ

積み木ボランティア（作成と木箱デザイン）！

今年で５年目となる宮津高校建築科との『つながりボランティア』、「東日本大震災」
の被災地である福島へ「積み木」を贈っています。今年度は「熊本」へも「積み木」を届
けます。生徒のボランティアの参加を期待しています。

☆「宮津ふるさと学」の集大成へ！提言（作文）に向け
宮津青年会議所（ＪＣＩ）の皆様による講話
７月１５日（金）、３年生では「宮津ふる
さと学」のまとめである宮津の「未来デザイ
ン」作成に向け、宮津青年会議所の松林威寿
様、武田啓介様、中島武文様から「ふるさと
講話」を行っていただきました。「宮津を日
本や世界に誇れる街に」という中島様の強い
思いや松林様の「夢を持つ」ことや武田様の「いまできること」などの講話をしていただ
き、３年生もわが街、わがふるさとに対する将来像が描けたことと思います。２・３学期
の発表に向け、すばらしいデザインができることを期待しています。ＪＣＩの皆様ありが
とうございました。

