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「明日からやろう」を40回言うと・・・
７月に入り、30度を超える日が続いていたかと思えば、大雨による特別警報発令と、改めて
自然の脅威を感じる日が続いています。幸い白糸校区では大きな被害は聞いておりませんが、
昨年10月の台風襲来に続く水害に、被災されました方々にお見舞いを申し上げますとともに、
一日も早く日常の生活に戻られることを願っております。
さて、一学期は、保護者、地域の皆様方には、本校の教育推進につきまして、温かい御理解
と御支援をいただき、心より感謝申し上げます。明日からいよいよ夏休みに入ります。猛暑の
中、市内総体にはじまり、中丹総体、府総体と試合が続きます。イチロー選手がかつてインタ
ビューの中で、「びっくりするような好プレーが、勝ちに結びつくことは少ない。確実にこな
せないといけないプレーを、確実にこなせるチームが強いチーム」と言っていたことがありま
した。まずは目の前の試合に集中し堅実にプレーすること。自分が試合に出る出ないにかかわ
らず、それぞれの役割を一生懸命果たし、全力を出し切ってほしいと願っています。
夏休み中には、高校の体験入学や各学年の学習会も予定されています。
３年生は、いよいよ進路を真剣に考える夏になります。目標を決め、その
実現に向けて努力する夏休みにしてほしいと思います。１・２年生は、部
活動を一日の生活の節にして、暑さに負けず、楽しく規律のある毎日を過
ごしてほしいと思います。『「明日からやろう」と40回言うと、夏休みは終
わります。』という画像がネットをにぎわしたことがあります。６月号のた
よりでも書きましたが、優先順位と時間の割り振りをしっかり決め、「早寝、早起き、朝ごは
ん」という基本的な生活習慣を崩さず、目標を持って毎日の生活を送って欲しいと願っていま
す。
また、夏休み中は生活の中心が家庭や地域になり、学校とは違った数々の学習の場がありま
す。多くの体験やふれあいを経験するとともに、健康や安全に気をつけ、充実した夏休みとな
り、二学期には一段と成長した姿を見られるよう期待しています。ご家庭でもご支援をよろし
くお願いいたします。
校 長 秋原 栄人
教 職 員 一 同

白糸校区小中一貫教育
今年から小中一貫の取組として、夏休み後半に小学校６年生が部活動体験に参加します。中
学校の部活動も新体制になったばかりで指導も大変ですが、６年生が楽しみにしている体験活
動です。有意義な時間になることを期待しています。日程は以下の通りです。
８月２３日 ・陸上男女 ・ソフトテニス男女 ・バスケット男女 ・剣道男女
（木） ・アカンザス（美術））
８月２４日 ・野球
・ソフトボール
・バレーボール男女 ・卓球男女 ・柔道男女
（金） ・オリオン（吹奏楽） ・家庭
・科学
※いずれも時間は９：３０～１１：００まで。 室内の場合は上履きが必要です。
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７月２０日～２１日にかけて、３年生にとっては
最後の夏の大会が開催されます。ご家族揃って熱
い 応 援 を お 願い し ます 。
＜会場及び開始時間＞
野球：舞鶴球場 9:00
ソフトボール：和田中学校グラウンド 9:00
ソフトテニス：東舞鶴公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 9:00
バレーボール：文化公園体育館 9:45
バスケットボール：舞鶴東体育館 9:00
卓球：20 日:青葉中 9:00、21 日:文化公園体育館 9:15
剣道：20 日文化公園体育館 9:00 からの開会式後
※柔道：7 月 16 日に福知山市武道館において、
中丹大会が行われました。

８月

行事予定

1 日(水)中学生の集い 校区研修会 部活なし
3 日(金)府吹奏楽コンクール
○まいづる中学生まちづくり議会
各校２年生
10 日(金)教育活動のない日
※ 16 日(木)まで
8/25（土）に舞鶴市役所（市議会議場）において、
23 日(木)小学生部活体験
小倉 陸 君、築谷 みゆ さん、藤野正太郎 君、
24 日(金)小学生部活体験
が本校の代表として参加し、よりよい舞鶴を作るため、 27 日(月)２学期始業式
※給食なし
舞鶴市長や議員の方々などに質問・提案をします。
28 日(火)給食開始 ３年夢チャレンジテスト(国･社･数)
29 日(水)３年夢チャレンジテスト（理・英）
○舞鶴市青少年ソフトボール訪問団
9/1 日(土)ＰＴＡ保体部テント設営
中西 望 さん(３年)、松浦 千夏 さん(３年)
新川・祖母谷川クリーン活動
が 8/16 からナホトカ市を訪問し頑張ってきます。
5 日(水)振替休業日
8 日(土)体育祭
○薬物乱用防止シンポジウム
8/22（水)にハピネス福知山において、旧３年生中
央委員５名 浅尾 風鈴 さん、太田 なつめ さん、 ８月１０日(金)～１６日(木)の期間、市内全小・
川渕 琴葉 さん、山下 泰生 君、山中 眞凛 さん、 中学校は「教育活動を行わない日」として、原則不
が勉強をしてきます。
在にさせていただきますので、ご理解賜りますよう
よろしくお願いいたします。
＜第Ⅱ期生徒会中央委員＞
期間中、学校へ緊急に連絡しなければならないこ
新しい中央委員のみなさんを紹介します。
とが生じたときは、舞鶴市教育委員会へ電話してい
ただきますようよろしくお願いいたします。状況に
会 長
太田 なつめ さん
３年５組
応じて学校の先生に連絡するなどの対応をさせてい
副会長
浅尾 風鈴
さん
３年２組
ただきます。いじめ相談ダイヤル(６６－２２１０)、
副会長
朝倉 壮哉
君
３年２組
議 長
七宝 朱希
さん
３年４組
いじめ相談メール(mai-my-sodan@kyoto-be.ne.jp)は
議 長
築谷 みゆ
さん
２年２組
期間中も毎日受け付けます。
書 記
水上 奈々子 さん
２年３組
書 記
藤野 正太郎 君
２年３組
会 計
前田 大地
君
３年３組
教育活動を行わない期間の緊急連絡先
会 計
足立 心穏
さん
２年１組
連絡先
： 舞鶴市教育委員会学校教育課
電話：６６－１０７２
受付日時
：
８月１０日(金)～１６日(木)
Ⅰ期中央委員のみなさん、
みんなのために力を発揮し
午前８時３０分～午後５時１５分まで
てくれてありがとう！
（ただし、土曜日・日曜日は除く)

