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１２月の行事予定
３日（土）市卓球バレー大会 ４日（日）はしうど杯卓球大会
８日（木)～１４日（水）三者面談 ２２日（木）２学期終業式

☆文化祭でのすばらしい合唱や発表！
１０月１日（土）に実施いたしました文化祭での発表や合唱の様子を掲載します。

目白押しの行事や大会！「実りの秋」そのままの収穫ある取組！
朝夕の急激な冷え込みと同時に「木枯らし１号」も吹き、冬へと近づいてきましたが皆
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、先月の学校だよりでもお知らせしましたが、文化祭におきましては保
護者の皆様やそのご家族、地域や民生児童委員の皆様など多くの皆様にご来校いただき、
ありがとうございました。体育祭から一月余りでの開催ではありましたが成功裏に終える
ことができました。また、「スポーツの秋」にふさわしく、丹後ブロック駅伝では男女と
もに府大会への出場権を獲得し、各部活動の新人戦では少人数ながらも３年生から伝統を
引き継いだ１・２年生の新チームが大会での活躍や頑張りを見せてくれました。さらにジ
ュニアオリンピックに出場した木村君は２００ｍで再び全国３位となり、リレー京都府チ
ームが決勝に進む原動力にもなりました。
１１月も市民文化祭、市音フェス、与謝お話会、市主張大会、
宮高レシテーション、古典の日の暗唱など多くの文化的行事が予
定されております。この１０月には「鼓童」の公演が行われまし
たが、１１月にはオリンピック・パラリンピック推進教育として
「パラリンピアン」の講演、指導も行われます。多くの行事や大
会が目白押しのなか、「収穫の秋」として実りある生徒の活動と
ともに生徒自身の内面の成長を後押しできるよう一層努めてまい
りますので、今後ともご理解・ご協力をお願いいたします。
※JO木村君表彰式
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「消しましょう その火その時 その場所で」
日 曜
行事予定
日 曜
行事予定
１ 火
16 水 人権市民のつどい SC SSW
２ 水 「ふるさと提言」発表会 家庭教育委員会中庭花植え SC SSW
17 木 オリ・パラ推進教育 ALT
３ 木 文化の日 市民文化祭 宮高英語レシテーション
18 金 SSW ALT
４ 金 SSW ALT
19 土
５ 土
20 日 市民駅伝 古典の日
６ 日 親睦球技会 府ソフト大会 府テニス大会
21 月 PTA広報委員会 ふりスタ テスト前部活停止（～３０日）
７ 月
22 火 ふりスタ
８ 火 与謝共通テスト（３年）
23 水 勤労感謝の日
９ 水 市音楽フェスティバル SC SSW ふりスタ
24 木 ふりスタ ALT
10 木 与謝お話会（宮津中） ALT
25 金 ふりスタ SSW ALT
11 金 SSW ALT
26 土 府野球大会
12 土 府駅伝開会式 市主張大会
27 日 府野球大会
13 日 府駅伝大会（ﾏﾘｰﾝﾋﾟｱ）
28 月 期末テスト
14 月
29 火 期末テスト
15 火
30 水 期末テスト SC SSW
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）

☆丹後ブロック駅伝大会
優勝（男子：峰山中 女子：峰山中）
地元での大会に男女揃っての出場 府駅伝で上位を目指します！
１０月１５日（土）第２６回丹後ブロック駅伝競走大会が開催されました。駅伝選手は、
延長練習や休日の試走など、毎日厳しい練習をしてきました。当日、暑いくらいの晴天の
なか一本のたすきをつなぎ全力で走りきりました。男子が接戦の末、３年ぶりの府大会出
場を勝ち取り、男女揃っての京都府大会への出場となりました。保護者の皆様にはあたた
かいご声援をありがとうございました。１１月１２日（土：開会式）、１３日（日：大会）
には同じマリーンピアコースで府駅伝大会が開催されます。地元宮津市の中学校の代表と
して精一杯走りきってくれることと思います。熱いご声援よろしくお願いします。
＜男子６位＞１゜０２’５４”（区間３ｋｍ １区のみ３.３ｋｍ）＜女子 ４位＞４６’０７”（１区３.３ｋ ５区３ｋ 区間２ｋ）
１区 初岡 諒星君 １０分４９秒
藤原 桃花さん １２分４１秒
２区 千坂 柊人君 １０分０５秒
門河 未紗さん
７分０６秒（区間３位）
３区 坂根 魁世君 １０分４３秒
増田
花さん
７分３０秒
４区 山本 暁斗君 １０分２１秒
安達 楓夏さん
７分２５秒（区間３位）
５区 小牧 律貴君 １０分３０秒（区間３位） 入柿梨紗子さん １１分２５秒
６区 宮前 壮太君 １０分２６秒

☆作文、標語、書道等の文化面でも頑張っています！

☆与謝地方中学校新人総合体育大会
新たなチームでの活躍 少数精鋭での新人戦の奮闘！
◇野球
１回戦 宮津６－⑨栗田・養老合同チーム
◇ソフト 優勝
リーグ戦 宮津⑥－０橋立
宮津⑬－２江陽
◇バレー
※オープン参加
◇バスケ男子 準優勝 １回戦 宮津６６－５７橋立 決勝 宮津２４－９１江陽
◇テニス男子【団体】 予選リーグ 宮津③－０江陽 宮津③－０栗田
準優勝
決勝トーナメント１回戦 宮津②－０橋立 決勝 宮津１－②加悦
【個人】 上級 優勝 八木・木村ペア
下級 優勝 吉岡・糸井ペア
２位 高山・廣田ペア
３位 木下・奥野ペア
◇テニス女子【団体】 予選リーグ 宮津１－②橋立 宮津０－③加悦
◇卓球男子 【団体】 準優勝（リーグ戦） 宮津③－１橋立
宮津１－③江陽
宮津③－１加悦
【個人】 準優勝 福村涼太君
◇卓球女子 ※個人戦のみ参加
◇サッカー（リーグ戦） 宮津２－③江陽
宮津２－⑨橋立
☆丹後ブロックソフトテニス新人大会
男子個人戦上級の部 準優勝 八木・木村ペア 下級の部 ３位 吉岡・糸井ペア

○「ここが大好き ふるさと丹後～明日の丹後～」提言作文
宮津市教育委員会教育長賞 大江楓亜さん（３年）
○人権啓発書道
優秀賞 乙野いずみさん（３年） 藤井真子さん（２年）
福村美和さん（１年）
佳作 安達楓夏さん（１年） 金川葉子さん（２年）
岩佐栞里さん（３年） 小畑 慶くん（３年）
○人権標語 優秀賞 寺田諒平くん（１年） 直木路留さん（２年）
佳作 中田友依さん（１年） 福村涼太くん（２年） 白 奈津見さん（２年）
小畑真稀さん（３年）
○人権作文 京都府人権擁護委員連合会長賞 横谷有紀さん（３年）
○中学生の税に関する作文 佳作 岩佐栞里さん（３年）

☆迫力ある太鼓の演奏「鼓童」交流学校公演の開催！

１０月１７日（月）、京都府の次世代体験推進事業の一環として新潟県の佐渡市を中心
に活動されている太鼓芸能集団「鼓童」の交流学校公演が行われました。一糸乱れぬプロ
の方の太鼓を中心とした演奏に生徒も圧倒され酔いしれていました。また、太鼓の体験で
は３年男子がほんの一瞬で指にマメをつくりながら楽しく真剣に打ちました。本当に貴重
な体験をしました。※鼓童は16日（日）に宮津会館で公演を行いました。

☆今年も地域の活性化に貢献

城下町『みやづ」和火ボランティア！

１０月７日（金）から「城下町宮津七万
石和火２０１６」が今年も盛大に実施され
ました。中日に雨も降りましたが、３日間
を通して天候に恵まれ、宮津の街なかでの
多くの催しに多くの来場者がありました。
今年もその灯籠のろうそく回収のボランテ
ィアを宮津中の生徒が部活動単位で行って
くれ、地域や地元の活性化へ少しでも役立つよう頑張ってくれました。

☆認知症への理解！食改善委員会調理実習多くの「学び」！
１０月１４日（金）、１年生で宮津市福祉係や夕
凪の里の皆様のお世話になり認知症について寸劇
を交えながら学習をしました。また、１０月２４
日（月）から３日間、２年生では市食改善委員の
皆様にお世話になり宮津の食材を使った調理実習
を行いました。

☆木村稜くん、ＪＯでの表彰台へ！

１０月２８日
（金）～３０日
（ 日 ）、 横 浜 の 日
産スタジアムで行
われたジュニアオ
リンピック陸上大会で木村稜君がＡ男子２００ｍで全中と同じ
第３位に入る大活躍をしました。木村君は共通４×１００ｍＲ
でも京都府代表として、第２走を走り決勝に進出し第８位と健
闘しました。この大会の様子はインターネットでライブ中継さ
れました。

☆心あたたまる演奏！吹奏楽部のボランティア

１０月２２日（土）、吹奏楽部が夕凪の里でボランティア演奏を行
いました。吹奏楽部は今回で３回目のボランティアで地域の方や高
齢の方が和むような演奏を行ってくれました。この活動は新聞掲載
もされました。

☆心もからだもリフレッシュ

ＰＴＡヨガ教室！

１０月１３日（木）、ＰＴＡ家庭教育委員会のヨガ教室がインスト
ラクターの山口弥生先生にお世話になり行われました。心落ち
着かせ大きな深呼吸とともに身体の各部位をほぐし、多くの参
加者が心身ともにリフレッシュされました。また、１１月６日
（日）には親睦球技会があります。多くの皆様のハッスルプレ
ーを期待しています。

