
１1月の予定
１ 日 ２ 月 ３ 火 ４ 水 ５ 木 ６ 金 ７ 土

文化の日
彩の国 専門・ 全校朝会 生徒朝会 駅伝県大会

教育の日 中央委員会 地域みんなで ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ県大会 読書推進計画

コンサート 3年3者面談① 3年3者面談② 3年3者面談③ シンポジウム

８ 日 ９ 月 １０ 火 １１ 水 １２ 木 １３ 金 14 土
２年職場体験

資源回収 全校集会 3年埼葛テスト 臨時全校朝会 県民の日
2期時間割開始 バスケ県大会 数学検定
3年3者面談④ 3年3者面談⑤ 3年3者面談⑥ 3年3者面談⑦

15 日 16 月 １7 火 １8 水 １9 木 20 金 2１ 土

資源回収 PTA 市内音楽祭 ３年補習
(予備日) 家庭教育学級 育成会

15:00～ 街頭指導

22 日 23 月 24 火 25 水 26 木 27 金 28 土

勤労感謝の日 あいさつ運動
３年期末テスト １･２年補習

部活停止期間

29 日 30 月 12月の予定
1日(火) １･２年期末テスト 1日目 11日(金) 3年保護者会

あいさつ運動 2日(水) １･２年期末テスト 2日目 21日(月) 給食終了
7日(月) 専門･中央委員会 24日(木) 2学期終業式

10日(木) １･２年保護者会 25日(金) 冬季休業日

お知らせ 日本一の読書のまち三郷

地域みんなでコンサート2015 推進計画策定記念シンポジウム

南中学校区の小･中学校が出演しま 日本一の読書のまち三郷推進計
す。ぜひお越しください。 画策定記念シンポジウムが開催
日時 11月3日(火) 10:00開演 されます。中川 李恵子･細谷 亮
場所 鷹野小学校体育館 太両氏による講演･パネルディス
出演 南中学校区内小･中学校 カッションや柳田 邦男先生の記

念講演が予定されておりますあ

第2回 PTA資源回収 ります。ぜひ観覧ください。

日時 11月8日(日) 日時 11 月 7 日(土) 13:00 ～
回収 午前9時～10時 場所 三郷市文化会館
積込 午前9時～11時

小雨決行 観覧希望で入場券
雨天の予備日は11月15日(日)です｡ をお持ちでない方
当日、学校では花植え等のボラン は、南中までご連

ティア活動を行っています。お手 絡ください。
伝い願える方はぜひ来校ください。

自らを守る行動を…

校長 久保田 悟

10月18日（日）の南中祭には、６００人を超
える保護者やご家族の皆様、また来賓や地
域の皆様、本当に来場ありがとうございまし
た。生徒たちの堂々とした感動あふれる発
表に対して、たくさんのお褒めの言葉いただ
きました。生徒の皆さんは、これらの取組や
主張を今後の学校生活に生かしてください。

また、２２日（木）にみさと公園で実施され
た市内駅伝大会では、女子Ａチームが見事
に優勝し、１１月７日（土）に熊谷運動公園で
開催される埼玉県中学生駅伝大会に三郷
市代表として出場することになりました。おめ
でとうございます。

さて、新聞等では子どもたちの自転車事故が報道されています。特に加害事故では、最
近では高額な賠償金が話題になり、平成２５年には神戸地方裁判所で、小学５年生が起し
た事故により、その母親に９,２５０万円の賠償命令が出されました。
－事故の概要

事故は平成20年9月22日午後6時50分ごろ、神戸市北区の住宅街の坂道で起きた。当
時１１歳だった少年は帰宅途中、ライトを点灯しマウンテンバイクで坂を下っていたが、知人
と散歩していた女性に気づかず、正面衝突。女性は突き飛ばされる形で転倒し、頭を強
打。一命は取り留めたものの意識は戻らず、判決当時も寝たきりの状態が続いていた。

本校でも残念なことに、自転車による交通事故が被害も加害ともに数件起きています。
ＰＴＡ保険のオプション（個人賠償責任保険）にも加入していますが、示談交渉がついてい
ないために、いったん事故が発生すると生徒自身もそうですが、保護者にも時間的な負担
と経済的な負担をかけることになります。現在、「自転車事故対応の保険の有無」について
実態調査を行っていますので、ご協力をお願いいたします。状況によっては、今後の自転
車通学者については、「個人賠償責任保険（示談交渉つき）」の加入を検討していきますの
でご理解ください。

このほか、自転車安全整備店で自転車を購入したり、点検整備を受けると付帯される
「TＳ（Traffic Safety）」マーク付帯保険」があります。この保険は、自分がケガをした場の傷
害保険と他人にケガをさせた場合の賠償責任保険がセットになっており、自転車そのもの
に付けられている保険なので、誰が乗っても補償が適用されます。ただし、補償期間は1年
で、補償には限度額があることと示談交渉がついていないので注意が必要です。

いずれにせよ、まずは事故を起こさないよう普段から安全運転に心がけ、交通ルールを
徹底して守ることが重要です。日が沈むのも早くなり、５時を過ぎると暗くなります。無灯火
運転や並列走行の禁止、一時停止の徹底等、「自らを守る行動」が加害者にも被害者にも
ならないこととして重要ではないでしょうか。
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おめでとう !!創立70周年記念事業
埼玉県交通安全作文入選者準備委員会･部会が始動

「つながる。 地域とコラボし、新たなあゆみへ」 埼玉県交通安全協会が主催する交通安全ポスタ
ー･作文の応募で、本校の3名の生徒が入選しまし

特別号でお知らせしました､準備委員会･各部 た。中でも、青山さんは県で1名の金賞に、齋藤
会が開催されました。組織や準備活動の日程等 さん･木村さんも県で8名の佳作に選出されまし
を時間をかけて検討しています。どの集まりも た。素晴らしい成果が認められました。
多忙な中､OB･OGや地域の方の協力によって運 多くの面で活躍が見られる南中生です。
営されています。70年周年記念に向け､準備を
進めて頂いてます。10月に開催された部会は以 交通安全ポスター･作文入選者

下のとおりです。大変ありがとうございます。 作文 金賞 青山 咲 (3年)
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。 よろしくお願いいたします。 佳作 齋藤 まなみ (3年)

http://www.edu.city.misato.lg.jp/minamichu/ 10/ 8 資金部会 10/14 校友部会 佳作 木村 水咲 (3年)
１０月は全校をあげて南中祭に向けて取り組み、素晴らしい成果を 10/21 臨時企画会議 10/21 部活支援部会 おめでとうございます
発揮しました。保護者や、地域の多くの方に見て頂きました。 10/24 図書館部会 10/27 企画会議

10月1日(木) 小中陸上 10月2日(金) 校長面接開始 10月9･13日 あいさつ運動 10月18日(日) 南中祭

三郷市小中学校陸上競技親善大会が、 校長先生との個別面談が始まりまし 南中校区4小学校へ行き、朝のあいさ 校歌斉唱から始まり、吹奏楽部の発表、そして学年発表。南中生の思いをの
開催されました。南中生徒も多く参加 た。緊張してますが、良い態度で面接 つ運動に参加しました。本年度、あい せた「仲間を思い、仲間とつながる南中祭」を見事に実践できました。
し、健闘しました。 に臨んでいます。 さつ運動に全参加している人もいます。 625 名のご来場をいただき、ありがとうございました。

10月12日(月) 高州･東町地区体育祭 10月21日(水) 生徒会役員選挙 10月23日(金)第2回３年生進路セミナー 10月22日(木) 市内駅伝大会

高州・東町地区体育祭に陸上部がお手 3年生は投票所セットを三郷市選挙管 ３年生の第2回進路セミナーが開催さ 埼玉県駅伝競走大会市内予選会が県立みさと公園ジョギングコースにおいて
伝い参加をしました。地域の人に多く 理委員会にお借りし、本格的な投票を れ、生徒・保護者と具体的な進路の日 実施されました。見事、女子チームが優勝し、11月7日に熊谷スポーツ文化公
のことを学んで帰って来ました。 体験しました。 程等を確認しました。 園で行われる埼玉県駅伝の出場権を獲得しました。


