☆体育祭『飛翔』～とんで つながれ 三色の輪～

学校だより

黄
「DANDE・LION」

１０月 月別目標 『規範意識の向上』
宮津市立宮津中学校 平成２８年１０月４日発行

『飛翔』全員がつながり

盛り上がった体育祭！！

秋雨前線を湿った空気が刺激し、また、列島を直撃する台風により雨降りが続いていま
すが、皆様方にはますますご清祥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、９月１０日（土）、前々日の警報を吹き飛ばすような絶好の天候のもと、本校体
育祭を実施いたしました。早朝より、宮津市教育委員会中村教育委員様をはじめ、来賓の
皆様、保護者、地域の皆様にはご来校いただきありがとうございました。今年度、『飛翔
～とんで つながれ 三色の輪～」のテーマで生徒がひとつになり体育祭成功にむけ取り組
みました。今年は体育祭までの日程に少し余裕がありましたが、直前には警報による臨時
休業があり、各ブロック、各学級の汗や涙の結晶である総仕上げが水入りとなりました。
体育祭当日は、秋晴れのなか、三色の生徒全員がつながり、学年やブ
ロックを超えてグラウンドいっぱいに、工夫を重ねた演技や元気いっ
ぱいのそして、熱い競技とすばらしい感動を与えてくれました。
保護者や地域の皆様、生徒に対してのご声援や生徒の誘いかけに応
えていただき、１００名を超える宮津踊りやＰＴＡ種目玉入れへのご
参加などありがとうございました。また、ＰＴＡ本部、運営委員の皆
様には、早朝より駐車場係などをお世話になりありがとうございまし
た。さらに保護者の皆様の体育祭アンケートへのご協力ありがとうご
ざいました。重ねてお礼申し上げます。

１０ 月 学 校 行 事 予 定

日 曜
行事予定
日 曜
行事予定
１ 土 文化祭
17 月 鼓童交流学校公演
２ 日 丹後中学校女子ソフトボール大会
18 火
３ 月 振替休業日
19 水 保護者対象高校説明会 SC SSW
４ 火
20 木 ALT
５ 水 あいさつ運動 高校説明会 ふりスタ テスト前部活停止 ＳＣ 21 金 立会演説会 SSW ALT
６ 木 高校説明会 ふりスタ ALT
ＳＳＷ
22 土 与謝新人総合体育大会 吹奏楽演奏
７ 金 高校説明会 ふりスタ SSW ALT
23 日 与謝新人総合体育大会
８ 土 和火ボランティア
24 月
９ 日 和火ボランティア 英検
25 火
10 月 体育の日 和火ボランティア
26 水 府学力診断テスト（2年）SC SSW
11 火 中間テスト
27 木 ALT
12 水 中間テスト 避難訓練 SC SSW
28 金 JO（木村稜） 放射線セミナー SSW ALT
13 木 PTAヨガ教室 ALT
29 土 与謝新人戦予備日
14 金 認知症学習（1年） SSW ALT
30 日 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ（木村稜）
15 土 丹後ブロック駅伝大会
31 月
16 日 学級行事（2-1）
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）
AET：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）
１０月から下校時間が変わります 下校時間 ５時１５分（延長練習のとき５：４５）
※１１月の主な予定 ２日（水）ふるさと提言発表会 ３日（木：祝）市民文化祭
６日（日）親睦球技会 ８日（火）与謝共通テスト ９日（水）市音フェス
10日（木）与謝お話会 12日（土）府駅伝開会式 市主張大会 13日（日）府駅伝大会
16日（水）人権市民のつどい

20日（日）市民駅伝

古典の日
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25日（金）～29日（火）期末テスト
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「歌舞伎」

☆新チーム、部員が少数でも頑張っています！また、文化面でも！
○宮津市民ソフトテニス大会
男子個人戦

優勝

八木・木村組

○丹後ブロック新人軟式野球交流トーナメント
予選リーグ
宮津中⑥－２伊根中
宮津中③－１久美浜中
準決勝 宮津中④－２峰山中 ※決勝戦は１０月８日（土）江陽中と対戦します

○丹後ブロックバスケット順位決定戦
予選リーグ
宮津中１０１－１９加悦中
宮津中４８－４９大宮中
４位決定戦
宮津中９１－３２丹後中
宮津中１０８－５０峰山中
※丹後ブロック４位で京都府新人戦に出場します

○与謝地方中学校ソフトテニス大会
※雨のため準決勝の途中で中断となりました
男子個人戦 上級の部 ベスト４ 八木・木村ペア
下級の部 決勝進出 吉岡・糸井ペア

木下・奥野ペア

☆あいさつ運動ありがとうございました！
９月１４日（水）、早朝より第３回目のＰＴＡあいさつ運動を
行っていただきました。２年生保護者や民生児童委員の皆様には
登校する生徒への元気な挨拶や声かけをありがとうございました。
今年度最後のあいさつ運動は１０月５日（水）１年生の保護者の
皆様を中心に全校保護者の皆様に呼びかけをしております。よろ
しくお願いいたします。

☆男女で府大会の出場を目指します！丹後ブロック駅伝競走大会
１０月１５日（土）「栗田･マリーンピア周辺コース」で丹後ブロック駅伝大会が
開催されます。マリーンピアをスタート・ゴールとする田井地区の折り返しコースです。
全選手を応援することができます。ご声援よろしくお願いします。

☆先輩達の伝統・歴史を引き継ぎ新チームで宮中旋風を！
与謝地方中学校新人総合体育大会
◇野 球
◇ソフト
◇バレー
◇バスケ

○ジュニアオリンピック京都府予選会
３年男子１００ｍ
３年男子走高跳び
共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ･ｽﾛｰ
１年女子走幅跳び
３年女子１００ｍ

第１位
第３位
第６位
第７位
第４位

木村 稜くん
内藤 輝くん
梅本 薫くん
前尾知里さん
小畑真稀さん

１１秒１１
１ｍ７５
３９ｍ７５
４ｍ３０
１３秒０８

○京丹後市長距離記録会
１年男子３０００ｍ
３年男子３０００ｍ

第１位
第２位

小牧律貴くん
千坂柊人くん

１０分３１秒１
９分４８秒７

○丹後女子中学生ソフトボール大会
ゾーン１回戦

宮津中⑥－２峰山中

ゾーン決勝

宮津中３－⑦南陵中

○京都府中学校秋季陸上記録会
男子２００ｍ

第１位

木村稜くん

２２秒２３（大会新記録）

○宮津市吹奏楽フェスティバル
９月２５日（日）宮津会館で宮津市の吹
奏楽フェスティバルが開催され、本校吹奏
楽部も出演をしました。高校生、他校の吹
奏楽部や市マーチングバンドとともに会場
を盛り上げてくれました。
※吹奏楽部はボランティアとして由良の「安
寿の里」でも９月２２日（木：秋分の日）に演奏をしてくれました

○第３８回「少年の主張」（作文部門）
佳作

岩佐栞里さん（３年）

○宮津市夏休み作品展
すでに保護者の皆様にはお知らせしていますが、９月１
６日（金）から夏休みの作品展が中央公民館分館（前尾記
念文庫）で金・土・日曜日に開催されています。宮中生の
風景画や習字が展示されています。１０月１６日（日）ま
での展示となりますので、お時間がありましたら見ていた
だきたいと思います。

２２日（土）・２３日（日）
（大江山運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ）
２２日（土）リーグ戦
（岩滝グラウンド）
２２日（土）※本校はオープン参加
（大江山運動公園体育館）
２２日（土）トーナメント戦
（岩滝体育館）
※女子は不出場
◇テニス ２２日（土）団体戦 リーグ戦
（男子：宮津市民コート）
個人戦 トーナメント戦
（女子：城山公園コート）
◇卓 球 ２２日（土）団体戦 リーグ戦 個人戦 トーナメント
（宮津中学校体育館）
◇サッカー２２日（土）リーグ戦
（江陽中学校グラウンド）
☆３年生木村くん、京都スポーツ賞「未来くん賞」を受賞！
３年生の木村稜くんが「全国陸上大会２００ｍ」第３位の好
成績が認められ、栄誉ある「京都スポーツ賞」の「未来くん賞」
を受賞しました。この賞は、将来活躍が期待されるであろう中
学生選手に贈られる名誉ある賞です。木村くんは９月２８日（水）
に京都市内での受賞式に出席しました。

☆ＰＴＡからお知らせします！
○家庭教育委員会ヨガ教室の開催
１０月１３日（木）に本校体育館にてＰＴＡ家庭教育委員会の事業である「ヨガ教室」
を開催いたします。すでに参加者募集のご案内はしてありますが、申し込み希望の皆様、
今からでも申し込みをしていただいても結構です。是非ご参加を。
○事業日程の変更について
２８年度のＰＴＡ初総会の年間行事で掲載しておりました下記の事業につきまして日
程等を変更をさせていただきます。大変ご迷惑をおかけしますがご了承していただきま
すようお願いいたします。
＊親睦球技会：１１月２０日（日）→１１月６日（日）
＊ＰＴＡ末総会：２月１８日（土）→２月１１日（土・建国記念日）

☆文化祭が開催されました
１０月１日（土）、本校文化祭を開催いたしました。多くの保護者や地域の皆様に吹
奏楽部の演奏、各学年の発表、お話会、英語のレシテーション、そして、合唱コンクー
ルをご参観していただきました。
文化祭の詳細や生徒の発表の様子等は次号（１１月号）に掲載させていただきます。
なお、合唱コンクール各学年の最優秀賞は下記のとおりです。
合唱コンクール最優秀賞クラス
１年生：１年１組
２年生：２年２組
３年生：３年３組

