10月行事 １日（土）：文化祭 ３日（月）：振替休業日 ５日（水）：あいさつ運動
11日（火）、12日（水）中間テスト 13日（木）：PTA家庭教育委員会ヨガ教室
15日（土）：丹ブロ駅伝 22日（土）、23日（日）：与謝新人戦 26日（水）：府学力ﾃｽﾄ

学校だより
☆～夏の輝跡～
９月 月別目標 『
宮津市立宮津中学校

協
力 』
平成２８年８月２９日発行

あつい、そして暑い夏休みの終了！ 全国の舞台でも活躍しました
さらに『熱くなる」各行事目白押しの２学期がスタート！！
猛暑日という言葉が当たり前のように暑さ厳しい毎日が続いていますが、皆様方にはま
すます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、長かった夏休みも終わり、本日より２学期がスタートしました。夏休みの前半は、
各部活動の大会が続きました。自分達の目標に向かって、納得や満足のいく結果で夏を締
めくくることができました。特に、先日長野県松本市で開催された全国の陸上大会では木
村稜君が共通男子２００ｍで全国第３位という輝かしい成績を収めてくれました。また、
学力充実の取組（１年ふりスタ・中２学力アップ・３年補充学習、サマー講座）でも学習
支援員、宮津高校生（天橋未来塾）の協力も得て、個に応じた指導を充実させることがで
きました。
２学期は、体育祭にはじまり、文化祭、新人戦、駅伝、吹奏楽・音楽フェスティバルな
ど多くの行事や教育活動、さらには地域へのボランティアも計画されています。また、３
年生にとっては、自分自身の進路を決定していく上でとても重要な学期となります。「実
りの秋」と言われるように、一人一人の生徒が多くのものを収穫し、充実した２学期にし
ていきたいと思います。
保護者の皆様にも体育祭や文化祭など多くの諸行事をご参観いただき、生徒の頑張って
いる様子や姿を見ていただくと共にご参加していただければ幸いに思います。
今年はすでに１０個もの台風が発生しておりますが、豪雨や突風、落雷など異常ともい
える天候も起こります。突然の天候変化にはご注意いただき、熱中症対策、食中毒予防と
併せ十分注意を払っていただきますようよろしくお願いいたします。

９ 月 学 校 行 事 予 定
日 曜
行事予定
日 曜
行事予定
29 月 始業式 PTA本部・学年合同会議 15 木
30 火 実力・学力テスト（3･2年） 防災週間（～９月５日）
16 金
31 水 SC SSW
17 土 天橋立清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
１ 木 ALT
18 日 丹ﾌﾞﾛﾊﾞｽｹ決定戦
２ 金 SSW ALT
19 月 敬老の日
３ 土 宮津市民ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
20 火
４ 日 市青少協講演会
21 水 SC SSW 秋の全国交通安全運動（～９月３０日）
５ 月
22 木 秋分の日 与謝中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
６ 火
23 金 SSW ALT
７ 水 体育祭予行 SC SSW
24 土
８ 木 ALT
25 日 市吹奏楽ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
９ 金 体育祭準備 SSW ALT
26 月
10 土 体育祭
27 火
11 日
28 水 SC SSW
12 月 振替休業日
29 木 与謝PTA研修会 ALT
13 火
30 金 文化祭準備 SSW ALT
14 水 あいさつ運動 SC SSW 宮中ブロック教研
『京の秋 ゆとりとマナーで 事故防止』
SC：石野スクールカウンセラー（水曜日）SSW：三宅 まなび・生活アドバイザー（水・金曜日）
ALT：チャリス先生（木・金曜日） 心の居場所 サポーター：中西先生（火・水・木・金曜日）

与謝・丹後での活躍、さらには全国までも！
宮中の伝統として、引継ぎ残していこう！！
第７０回与謝地方中学校総合体育大会 （７月２１日・２２日）
◇男子テニス（団体戦 優勝：加悦 準優勝：栗田）宮津中：３位
＜団体戦＞宮津②－１江陽 宮津１－②栗田 宮津②－１橋立 宮津１－②加悦
＜個人戦＞第３位：八木・米田ペア 第４位：小谷・梅本ペア
◇女子テニス（団体戦 優勝：加悦 準優勝：伊根）宮津中：３位
＜団体戦＞宮津０－③伊根
宮津③－０江陽
宮津②－１加悦
宮津１－②橋立
宮津②－１栗田
＜個人戦＞準優勝：小林・上野ペア

☆第２６回丹後ブロック中学校総合体育大会（７月21日・22日・23日・24日）
◇野球（優勝：江陽
準優勝：峰山）
１回戦 宮津中⑦－０大宮中
２回戦 ０－②久美浜中
◇ソフトボール（優勝：江陽
準優勝：丹後）
予選リーグ 宮津中⑥－１大宮中
宮津中⑦－０峰山中
決勝トーナメント １回戦 宮津中１－④江陽中
◇バレーボール（優勝：久美浜
準優勝：丹後）
予選リーグ 宮津中０－②丹後中
宮津中０－②養老中
◇男子バスケット （優勝：江陽
準優勝：橋立）
１回戦 宮津中５７－９２網野中
◇女子バスケット（優勝：江陽
準優勝：網野） ※女子バスケは出場していません
◇男子卓球 団体戦（優勝：網野 準優勝：大宮）
予選リーグ 宮津中０－③丹後中 宮津中③－０加悦中 宮津中③－０橋立中
決勝トーナメント 準決勝 宮津中１－③大宮中
◇女子卓球 団体戦（優勝：江陽 準優勝：網野）※団体戦は出場していません
個人戦
ベスト８ 今井菜々さん
◇サッカー（優勝：宮津・３連覇 準優勝：江陽）
予選リーグ：宮津中③－０網野中
宮津中⑤－０大宮中
決勝トーナメント 準決勝 宮津中⑩－１橋立中
決勝戦 宮津中④－０江陽中
◇男子テニス
＜個人戦＞ 第３位 八木・米田ペア
◇女子テニス
＜個人戦＞ 第３位 小林・上野ペア

☆京都府中学校総合体育大会（７月２７日～２９日）
◇男子テニス ＜個人戦＞ １回戦 八木・米田２－④大成中ペア（口丹）
◇女子テニス ＜個人戦＞ １回戦 小林・上野１－④園部付属中ペア（口丹）
◇サッカー １回戦
宮津中 ０－③ 日新中（中丹）
◇柔道 女子４４ｋｇ級 第３位 森山あすかさん
◇陸上１年男子 １００ｍ
堀内太陽くん １２秒８０ 準決
１年男子１５００ｍ
伊藤励雅くん 4分50秒45 小牧律貴くん 5分04秒43
共通男子 ２００ｍ
第１位 木村 稜くん ２２秒４１
（予選23秒61 準決21秒91：大会新記録）
共通男子１５００ｍ
矢野真樹くん ４分４３秒４６
共通男子 走幅跳び
赤星佑季くん ５ｍ０４
予選
共通男子 走高跳び
第４位 内藤 輝くん １ｍ７９
低学年男子４×１００ｍＲ ５０秒５６ 予選
（木村胡くん、堀内くん、枝くん、岡田くん）

共通男子４×１００ｍＲ

第８位 ４５秒４１
（大原くん、木村稜くん、平野くん、梅本くん）
３年女子 １００ｍ
第５位 小畑真稀さん １２秒７２
（予選１２秒９２ 準決１２秒７９）
小谷果琳さん １３秒９３ 予選
共通女子 ２００ｍ
細野花歩さん ２９秒４８ 予選
共通女子 走高跳び
門河未紗さん １ｍ３５
予選
共通女子４×１００ｍＲ ５２秒４０ 予選
（門河さん、小畑さん、細野さん、小谷さん）
☆第５３回京都府吹奏楽コンクール 宮津中学校 「草薙の剣」 銀賞

☆送迎の際の坂道や校門付近での交通安全にご注意ください
今年８月のお盆の最中に京丹後市の幼稚園内で送迎のため車で来られた保護者が別の園
児をひき、園児が重体になるといういたましい事故が起こりました。宮津中学校へとつづ
く坂道は以前と変わらない道路幅で非常に狭い道です。傘をさして歩いている生徒がいれ
ば車の離合も困難になるほどです。また、校門付近は生徒の駐輪場もあり行き来していま
す。校門付近に突如生徒の姿が見える事もありますので、十分注意していただきますよう
お願いいたします。

☆ホームページをご覧ください！
この夏の総体等の写真については宮津中学校ホームページに掲載しております。また、
保護者の皆様へのご連絡等も掲載させていただくことがあります。定期的に更新しており
ますのでご覧ください

☆近畿中学校総合体育大会（８月６日）
◇陸上

共通男子２００ｍ

第１位 木村 稜くん ２２秒３０
（予選２３秒２０ 準決２２秒６４）

☆全国中学校総合体育大会陸上競技の部（８月２２日～）
木村 稜くんの結果
共通男子１００ｍ
共通男子２００ｍ

予選１０秒９７
予選２２秒３７

準決１０秒９９
準決２２秒２３

☆５年目となった『積み木ボランティア」！

決勝

２２秒０３

第３位

今年は熊本にも笑顔を！

７月２６日（火）、宮高建築科生徒（宮中卒業生全学年）の手ほどきを受け、福島の幼
稚園へ届ける「積み木」制作のボランティアを実施しました。（指導する卒業生は毎年宮
高３年のみですが今年は全学年）当日は、８０名を超える生徒が参加し、高校生の指導の
もと、「積み木」の切り出し、研磨、色塗りを行いました。今年は、延べ人数４００名を
超え、全校生徒数を優に超える生徒が参加をしてくれました。かわいいデザインの木箱、
園児に人気のある魚の形の積み木などを作り、宮中生の笑顔と共に贈られます。８月８日
（月）の宮津高校での出発式を終え、８月９日（火）に建築科制作の「ままごとハウス」
等と共に福島へ届けられました。また、今年は春先の大地震で被災された熊本県にも贈る
予定です。出発式では、本校の生徒会役員が全校生徒を代表して建築科の３年生へと手渡
しました。

☆資源回収お世話になり、ありがとうございました！
さらに、ＰＴＡ行事への積極的なご参加をお願いします
８月６日（土）、資源回収を実施しました。今年度は年１回の実施とさせていただき
ましたが、朝早くから保護者の皆様に資源を持って来ていただきました。宮津中学校で
は年間を通して、アルミ缶やダンボール、新聞・雑誌等の資源を生徒の部活動費に充て
させていただいております。ご協力いただける方は学校のコンテナにお入れください。
また、２学期には体育祭、文化祭、家庭教育委員会ヨガ教室、親睦球技会など、保護
者の皆様のご参加をお待ちしている行事も多くあります。是非とも積極的にご参加くだ
さい。
資源回収の収益
２８，５００円

