
11月の予定
1 木 2 木 3 木 4 金 5 土

彩の国 薬物乱用 文化の日 3年3者面談 埼玉県
教育の日 防止教室 (11/11まで) 駅伝大会

保育実習3-1 保育実習3-2 (熊谷)

6 日 7 月 8 火 9 水 10 木 11 金 12 土

Ｐ連 育成会 数学検定
スポーツ大会 街頭指導 子ども

← ２年生 職場体験学習 → フォーラム

13 日 14 月 １5 火 １6 水 １7 木 18 金 １9 土

県民の日 ふれあい ＰＴＡ人権 地域みんなで
講演会 教育学級 コンサート

保育実習3-3 保育実習3-4

20 日 21 月 22 火 23 水 24 木 25 金 26 土

ＰＴＡ 勤労感謝の日 市内音楽祭
資源回収 食育指導3-1 食育指導3-2 食育指導3-3 食育指導3-4

部活停止期間

27 日 28 月 ２9 火 30 水 12月の主な予定
12月 1日(木)期末テスト2日目

期末テスト 13日(火)1･2年保護者会
１日目 14日(水)3年保護者会

20日(火)給食終了 22日(木)終業式

お知らせ 日本一の読書のまち三郷
おすすめの本コーナー

ＰＴＡ人権教育学級 百年後、ぼくらはここにいないけど
日時 11月18日(金) 10:00～ 長江 優子(著) 講談社場所 南中学校 会議室
演題 ｢中学生のヤル気スイッチ｣ 秋の学習発表会に向けて、健吾たち地理歴史部(チレキ)が
講師 埼玉県家庭教育アドバイザー 取り組んだのは、100年前の自分たちの住んでいる街のジオ

埼玉県ネットアドバイザー ラマ作り。4人のメンバーの思いや、再
伊地知 幸子 先生 開発によって町が変化していく様を、そ

れぞれが試行錯誤しながら完成させて行
地域みんなでコンサート く。100年前の渋谷駅の所には、渋谷
日時 11月19日(土) 9:30～ 川が流れていて、『春の小川』のモデル
場所 高州東小学校 体育館 になった川の本流が渋谷川だった。小説
出演 栄光幼稚園 八木郷小 としても楽しめますが、

高州小 鷹野小 高州東小 歴史も知ることができ
南中 ます。自分たちの住ん

でいる街の100年前は
ＰＴＡ資源回収 ど ん な 景 色 だ っ た の
日時 11月20日(日) 9:00～ か？調べてみたくなる

小雨決行 1冊です。

私 た ち は 幸 せ で す 。
校長 高橋 宏至

１０月１５日（土）三郷市文化会館で行われた、創立７０周年記念式典及び南中祭は感激の中、大成功
の評価を得て終了することができました。心よりお礼申し上げます。この記念式典は約１年前から、卒業
生・地域の皆様が実行委員会を組織し、毎回、夜遅くまで会議を重ねて当日を迎えました。

私は、式典は以前にも経験がありましたので、内容も雰囲気も理解・想像がつくものでしたが、今回の
式典はまったく違うものでした。９月のはじめ、中村実行委員長さんから学校に連絡がありました。内容は
「１通の手紙が届きました」というものです。中には、校歌作曲者の福岡省三先生が作った歌「希望は輝
く」の楽譜と歌詞、それに手紙が添えられていました。歌詞を読んでいると（私が大学新卒の教員として三
郷市立彦成中に着任した36年前。その時の教頭先生が福岡先生でした）当時を懐かしく思い出しまし
た。

式典当日、「コスモス」→「希望は輝く」と生徒たちの歌が進み、何とも言えない感情の中、少し目頭が
熱くなり始めたところに、生徒が堂々と歌う「校歌」、それも作詞者の木津先生と作曲者の福岡先生の指
揮の前で歌う校歌に、思わず涙が出てきてしまいました。大学卒業したばかりの私に、時には厳しく、そし
て優しく指導していただいた福岡先生の姿がどうしても重なってこらえきれませんでした。「私たちは幸せ
です」多くの卒業生や地域の皆様がこんなに『学校を愛して』くださっている。いつも温かく見守っていた
だいていることを身震いする思いでした。

７０周年記念事業として、図書館の充実、吹奏楽部の楽器、陸上部のマット、バドミントン部のシャトル、
サッカー部のゴール、野球部のピッチングマシーン、家庭科部のオーブンレンジなど部活動への多大な
御支援もいただきました。心より感謝申し上げます。

『母校（南中）』は、地域の学校です。これからも辛い時、悲しい時、がんばっている時など何かの節目
に校舎・校庭を見れば、元気がわいてくるような学校になりたいと思います。７０年の「重み」と「誇り」を持
って、今後８０年、１００年と続き、生涯いつまでも生徒・地域の皆様の心に母校として存在し、地域の学校
として成長したいと決意しました。

【きらりカード１０枚達成者】 【三郷市子ども議会】
○２－４ 橋本 実樹さん ○１０月２２日（土）に市役所議場で開催されまし
※達成したら、担任の先生に申し出てください。 た。生徒会代表が参加しました。
※がんばっている人を応援します。 ・議長役 ３－４ 森田しおりさん

・まちづくり推進部長役 ３－３ 坂入 俊成さん
【三郷市小中学校陸上競技親善大会】

○１０月１９日（水）半田運動公園で開催されました。出場した選手、応援した生徒とも朝や放課後に
一所懸命練習している姿がありました。

・総合の部 男子５位 女子３位
・個人の部 １－２ 江川 涼さん ８００ｍ ４位

（入賞者） ２－２ 大房 瑠莉さん １００ｍ ８位 ３－１ 杉浦 舞香さん 走り幅跳 ８位
３－１ 佐久間智巳さん １５００ｍ ４位 ３－２ 竹内 美咲さん 走り高跳 ２位
３－４ 江川 光花さん ８００ｍ ６位 ３－３ 福田 光基さん 走り幅跳 ３位

・リレー 男子１０×１００ｍ ５位 女子１０×１００ｍ ３位
【三郷市中学校駅伝大会】

○１０月２４日（月）快晴の三郷公園で開催されました。 南中の生徒が大活躍しました。練習に多くの
３年生が積極的に参加していました。

・女子の部 優勝 県大会出場（１１／５に熊谷で開催） ・男子の部 ３位
・区間賞 １－５ 中島 寧々さん ２－１ 中島 音々さん ２－１ 鷲尾 菜穂さん

３－４ 江川 光花さん ２－３ 海老澤亮太さん
※表彰状授与の時、南中の生徒は全員が「ありがとうございました」と言って賞状を受け取り、そ
の態度は立派でした。
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南中創立70周年記念式典
栄光ある伝統の継承と飛躍

平成28年10月15日、三郷市文化会館大ホールにおいて、三郷市立南中学校創立70周年記念式典が
南中祭と共に挙行されました。当日は木津三郷市長様をはじめ、多くの来賓の方々、卒業生、地域
や保護者の皆様、多くの方の参加で盛大な式典になりました。校歌の作曲者である福岡先生の指揮
で校歌を全員で大合唱の場面では、多くの卒業生の方々が感極まっていたそうです。

私たちもこれから、新たな伝統を築き上げていきましょう。

南中生の活躍の様子は随時、ホームページで配信しております。
http://www.edu.city.misato.lg.jp/minamichu/

小中陸上･駅伝大会での活躍

記念式典 ＰＴＡ会長あいさつ 図書館ラボ･ライフ命名者表彰

小中陸上､素晴らしい入場行進 駅伝大会､区間入賞者 大活躍の南中チーム

多くの生徒が参加する、地域との交流活動
生徒代表の言葉(森田生徒会長) 福岡先生の指揮で校歌斉唱

創立70周年記念 南中祭
夢を語るより､夢歌おう､今年が最高 南中祭

短い練習時間の中で、
どの学年も内容の充実し

三郷市防災訓練10.2 子ども議会 議長 森田さん 町づくり推進部長 坂入君
た素晴らしい発表を披露
しました。他校の合唱コ
ンクール的な発表ではな
く、1つのテーマに向か
って、学年全員が取り組
む1つに繋がる素晴らし
い発表でした。特に、さ
すが３年生。２回の経験
を十分に生かした堂々と
した発表でした。

大変素晴らしい出来映
校区内の小学校で「あいさつ運動」 10.25・26 えでした。


