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１学期の終わり⇒夏休みの始まり
１学期中の子どもたちの頑張りと成長を自分のことのように大変嬉しく思います。
また、通知表の通信欄の所見からは、子どもたちへの温かい眼差しが感じられ、２学期に向け
ての意欲につながるであろうと思いながら目を通させていただきました。
明日から 25 日間の夏休みに入ります。
計画に従って有意義な時間を過ごして欲しいです。

７月中に

ぜひ！

７月１９日～２０日に本校体育館で避難場所宿泊体験を行いました。毎年のように災害が
各地で起こっています。いつ、災害に見舞われるかわかりません。７月中にぜひ、お子さんを
含めてご家庭で、避難場所や避難準備、集合場所など具体的に確認してみてください。
“備えあれば憂いなし”です。

８月には

ぜひ！

今年は戦争が終わって７４年目になります。ＮＨＫによる１８～１９歳を対象にした世論
調査によると、７割が日本は平和であると答えています。一方で、戦争やテロの危険性がある
と９割が思っています。終戦記念日を知っているかについては、２割弱が知らないと答えてい
ます。私も含め、戦争を知らない世代が親となって久しく、平和であると思いつつも、戦争や
テロの危険性は否定できない現代の世界情勢です。夏休み中の８月１５日が何の日であるか、
さらには８月６日、９日もテレビのインタビューで正確に答えられる若い人たちも少なくな
ってきているようにも思います。
そこで、８月６日：広島に原爆が投下された日、８月９日：長崎に原爆が投下された日、８
月１５日：終戦記念日 この日について話題にし、「平和」について考える機会を作ってみて
はいかがでしょうか。

学校の図書コーナーには
‐三笠の歴史物語‐『菊石』という本があります。
この本のＰ103 に『松葉あぶら』というお話があります。戦時中、小学
生が桂沢から飛行機の燃料にする松葉を運んだということです。
粗末な小屋に 40 人の子どもたちと先生が泊りがけで１ヶ月の間、松葉
あぶらとりを行います。学校での勉強が行えず戦争一色の時代。小学生にも
かかわらず、戦争のための仕事をしなければいけなかった時代。三笠でも
こんな時代があったことがわかります。今は？
校長
菊地 佳子

お知らせとお願い①
◆日課

現在登録していただいている「らくらく連
絡網」ですが、８月でサービスが終了してし
まいます。そのため新しい連絡メールシステ
ム「キュート連絡網３」が入ります。
残念ながら現在のものから新しいものへの
アドレスの移行ができないため、現在登録し
ていただいている方も改めて登録していただ
く必要があります。夏休み明けにお子さん
を通じてプリントをお渡しいたしますので、
ぜひ、登録をお願いいたします。

会議日課 6ｈ→15:00 下校
5ｈ→14:05 下校

◆ＳＣ
スクールカウンセラー来校日

日 曜

学校行事

日課 給食 ＳＣ

１木
２金
３土
４日
５ 月 三笠市教育研究所夏季講座
６火

お知らせとお願い②

７水

もうすでにご案内を差し上げていますが、今
年度、三笠中学校で開催されます。
欠席で出された方で、当日都合がつき、出席
できるようになったという方がいらっしゃいま
したら、ぜひ、中学校（教頭）までご連絡くだ
さい。
よろしくお願いいたします。

９金

南空知ＰＴＡ連合会母親研修会
兼三笠市 PTA 連合会研究大会

８ 木 チャレンジテスト１学期サポート問題配信日
１０ 土
１１ 日 山の日
１２ 月 振替休日
１３ 火 学校閉庁日 北海盆踊り
１４ 水 学校閉庁日 北海盆踊り
１５ 木 学校閉庁日 北海盆踊り
１６ 金
１７ 土
１８ 日

【大会主題】
未来を担い、ふるさとを愛する子供の育成
～１人じゃない、みんなで育てる地域の宝～

１９ 月
２０ 火 ２学期始業式 市Ｐ連役員会③

学校祭特別日課（～９／６）
２１ 水

１ 日時 令和元年８月２４日（土）

２２ 木 振興会研究部会④

10:00 ～ 12:00
２ 会場 三笠市 三笠中学校体育館

２３ 金 三笠市いじめ問題対策連絡協議会

３ 内容 講演会
◇演題「子供たちの夢を叶えるために！」

市Ｐ連役員会（前日準備）
２４ 土 南空知ＰＴＡ連合会母親研修会（三笠中）

◇講師 林家とんでん平 氏

２５ 日

いよいよ夏休み！！
有意義な毎日を・・・

万が一，事故や事件等にあった場合には，
学校，または担任までご連絡・ご相談下さい。

５ｈ ○
○

○

２７ 火

○

２８ 水 ３年生学力テスト（第３回）

○

２９ 木

○ 午前

３０ 金

○

01267-2-2308

空知管内教育推進スローガン

○

２６ 月 健康相談週間（～３０日）

３１ 土

萱野中学校

○

「 ふるさと空知を愛する人を 」

６月６日（木）に行われた中体連陸上
陸 上 部
を皮切りに、６月２５日（火）、７月２日
女子四種競技
第２位 萱野中2年生
（火）、３日（水）に南空知中体連、７月
女子１００ｍハードル 第２位 萱野中2年生
９日（火）、１０日（水）には空知中体連
バドミントン部
が行われました。残念ながら「萱中から
男子個人【１回戦】 萱野中2年生 ０対２ 東光中
全道へ」の夢は叶いませんでしたが、そ
萱野中1年生 ０対２ 美唄中
れぞれの選手がこれまでの練習の成果を
女子個人【２回戦】 萱野中2年生 ０対２ 夕張中
精一杯出して終えることができました。
バスケットボール部
３年生はこれで一区切りとなりますが、
男子【１回戦】三笠・萱野中 ４３対３８ 清園中
今まで部活動に注いできた情熱を今後は
【２回戦】三笠・萱野中 ２７対９１ 東光中
ぜひ、受検に向けていってほしいと思い
女子【１回戦】三笠・萱野中 ３５対６０ 栗山中
ます。１・２年生のみなさんは、来年の
野球部
中体連で今年以上の成果を上げられるよ
南空知大会【１回戦】４校合同 ３対５ 長沼中
う、さらに努力を重ねてほしいと思いま
※当番校枠で、空知大会に出場
す。
空知大会 【１回戦】４校合同
４対３ 滝川明苑中
最後に、部活動は仲間や保護者の・地
準優勝 【準決勝】４校合同 １２対９ 由仁中
域の方々の励まし・支えがあって、続け
【決 勝】４校合同
２対９ 光陵中
られるものです。自分を支えてくれてい
る周りの人々へ感謝の気持ちを忘れずに、これからも努力し続けてほしいと思います。

１学期期末テスト

『緊張気味の１年生』

６月２０日（木）・２１日（金）
１学期の期末テストがありました。
テストでは『計画的に学習すること』、
『自分なりの学習の仕方を身に付ける
こと』等が必要になってきます。
また、やりっ放しで終わらずに、必ず
間違えた所を中心に“解き直し”を
することも大切なことです。
今年度のテストは始まったばかりで
す。今回の反省を次につなげ、自分自身
で納得のいく結果を残せる取り組みを
今後していきましょう。

２日間の学習会、
『休み時間も勉強！』

多くの生徒が参加しました。

【６／２１】
長年続いている「わいわい語ろう会」ですが、昨年度に引き続き、今年度もＣＳ広報部会の事
業として開催しました。高森教育長をはじめ、市教委の皆様にも参加いただき、およそ６０名で
「わいわい」語り合う場となりました。「地域の方と交流できて良かった」等の声があり意義深
い事業となりました。
子ども、保護者、地域の方、学校関係者がこの様に一堂に会して「語り合う場」をこれから
もずっと大切にしたいものです。

子どもの安全を守るための知事メッセージ
～地域・社会が連携して子どもたちの安全を守りましょう～
【道民の皆様へ】
本年５月、神奈川県川崎市において、多くの児童らが殺傷されるという大変痛ましい事件が発生しました。
未来ある子どもたちが犯罪の被害に遭い、かけがえのない命が絶たれてしまうことは、あってはならないこと
です。
子どもの安全を確保するためには、地域と社会が一体となって、「子どもたちの安全を守る」という共通の思
いのもと、子どもたちが犯罪等の被害に遭わないよう見守っていくことが必要です。
道では、道警察、道教育委員会等の関係機関とともに、多くの企業や団体の皆様のご協力をいただきながら、
安全で安心な地域社会の実現を目指す「安全・安心どさんこ運動」を推進しています。
道民の皆様には、登下校時間帯を中心として、通学路や子どもが集まる場所において地域の子どもたちを見守
る活動にご協力頂き、異変を感じた際には、警察や学校への通報や子どもの保護などの対応をお願いします。
また、子どもたちに対しては、「防犯ブザーや大声で近くの大人に知らせる」、「近くのお店や家に避難す
る」など、危険な状況に遭った際の具体的な対策について伝えていただきたいと思います。
道民一人ひとりが地域や社会との絆を深め、子どもの安全安心に注意と関心を持ち、できることから取り組ん
でいただきますようご協力をお願い致します。
北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議会長
北海道知事 鈴木直道

日ごろからのご協力に感謝申し上げます。これからもよろしくお願いいたします。

令和元年度 社会を明るくする運動の標語で、２年生女子
の作品が“中学生の部 最優秀賞”に選ばれました。おめで
とうございます。
作品 『 十年後
帰ってきても
いい町へ 』

