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これiでの献を土台1:充実した見休みを

校長萩野雅彦

これまでの4ヶ月間、体斉祭、中間テスト、

修学旅行、少年の主張槍山大会、吹奏楽祭、
中体連各種大会など、様々な行事がありまし

た。そして、それらの行事を通して、生徒た

ちの成長が見られた4ヶ月間でした。

ア日.8日と 13日に、槍山中体連の球技

・武道大舎が開催されました.当日は、保護
者の皆様、地域の皆様が多数各会場へ足を運

び皮援してくださり、本当に感謝いたします.

私もそれぞれ短時間ではありましたが、全

会場で生徒たちの活躍の様子を観戦すること
ができ、感動と元気をもらいました。大会で

すから勝敗はっきもの、勝つチームもありま

すし、負けるチームもあります。大切なのは

最後まであきらめないで、全カでやりきるこ
とだと足っています。本校の生徒たちは、ど

の部も日頃の実力を出し切ってくれました。

勝った喜び、負けた悔しさが、また一つ生徒
たちを成長させ、一人一人が生涯忘れ得ぬ中

学校生活の足い出を作ることができました.
きっと大舎に参加した生徒たち は、 一生の

足い出を作ることができたその陰に、指導し

てくれた監督 コーチの先生方、共に支え合
った仲間たち、そして、 3年間励まし続けて

くれたご家族の皆様がいたことを忘れないだ
ろうと足っています。

さて、明日から 25日間の夏休みが姶まり
ます。学校生活から長期間離れ、生徒一人一

人が自分で日課表を作り、生活していくこと

になります。

この夏休みも、初日の 25日に行われる吹

奏楽コンクールをはじめ、サッカー・パスケ
ットポ ル・バドミントン・剣道・柔道の全

道大会、今金ミュージックサマースクール、

ニュージーランド中学生派遣事業、長期休業
中の各学年学習舎などの行事があります。ま

た、それぞれが個人で、友達周士で、ご家族

でと、いろいろな予定を立てていることと足
います.

本校の生徒は 1年生から 3年生まで、それ
ぞれの成長段階に尺じた「自律ノ従」が買って

いますから、安ぺしています。しかし、ちょ

っとした気の緩みから不慮の事故に遭ってし

まったら、取り返しのつかないことにもなり
かねません.学校では、担任教師を中ぺに、

事故の未然防止ιに万全を期すため学級指導を

しました.どの生徒も健康で元気に夏休みを

過ごせるよう、保護者・地域の皆様の見守り
をお願いいたします.

く〉充実した夏体みのイメージo
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がとれないことを

【学習]
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決まった時間に
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友達と過ごす

祭り海水浴芯火
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( 規則正レい生活・しっかりレた食生活 ) 

充実した夏休みを支える土台は、早寝・早

起きの規則正しい生活と三食しっかり食べる
ということです.充実した夏休みにするため、

ご家庭のご協カをお願いいたします.
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1脚旅行値重1'-'帰Zナ1m 一 、 州事|ν~1!I1 目
3年生が 15 日(木)~ 1 8 (日)の 3泊4日

でら修学旅行に行ってきました。
1 回目

弘前市内(自主研修)
2 日 目

康楽館(芝居見学)
子づくり村(作品づ くり)

3 日目
中尊寺(奥州の歴史)
貌鼻渓(船下り)
マインランド尾去沢(鉱山跡見学)

4 日目
五所川原(たちねぷた見学)

→ペ配された台風11号の影響セ、健康を害す
る生徒セなく、4日周の行程を終えることが
できました。旅行を透して成長がえられ、学
級学年の鮮が深まった4日用でした。
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平成~，年度・今中健児の航跡
ゼミr皇予~ー~:::t..匡呂単主主'\‘昔貝文r，・、

1回戦今盆・ 9-120江差 に U
E皇5")橋虫堅実 t士主豆主霊童Fσ〉こと tま
野球部は、 9-12で惜しくち一回戦敗退

という結果に終わってしまいました。しかし、
子供たちは強い雨が降りしきる中でも、常に
声を出し仲間と共に励まし合いながら最後ま
で勝利を諦めずに戦い扱いてくれましだ。全
力を出し切ることが出来たようで、最後の子
供たちの表情はとても晴々としたものでし
た。このような結果で終わることが出来たの
も3年間応援し、支え続けてくださった保護
者の皆様方や、教育委員会の皆様方、地域の
皆様方のご協力によるものだと患っていま
す。今後ともご協力よろしくお願いいたしま
す。 応援ありがとうございました。 持 ..~
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三てそテ6B官三一+昌喜官量丹券
市制 事場 今盆 館 瀬棚

北檎山 ト¥
事母 卜¥

今 盆 3-0 3司 O 、 ¥
1-2 3目。

館 ¥¥  

瀬棚 ¥ ¥  

女子シシグJレス
優勝村瀬吉美(全道出場権〉

女子ダブルス
準優勝中川荷奈・森第七海(全道出場権)
第 31:立 柴田惰秦・益美星

男子シシグルス
復勝山本貫太(全道出場権)

三JZLiJ雲芝居ヨ三重量豆宣言g-0".> ここと C~

1年生4人2年生2人3年生7人の計13 
人で今年度スター卜したバドミントン部。
あいさつ、礼儀など生活態度を大切にし、
「中体連で全てを出レ切る!団体戦優勝 !J
と目標を持ってやってきました。まだ保護者、
パドミントン連盟の皆さんなどに支えられて
日々の練習に訂ち込むことができ、今年ち地
元開催、だくさんの方々に応援していただく
ことができました。
残念ながら団体戦優勝は果たせませんでし

たが、子ども達はシャトルが落ちるまで、最
後の1点が入るまで全力で強気で戦いぬくこ
とができました。これから個人戦で全道大会
出場権を得た4人が、皆の思いと倍山代表を
背負って全道でも自分の力を発揮できるよう
また頑張って行きます。
今後とも応援よろしくお願いします。
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一~予三重量悼雪貝文

O予選Aブロッ ク
¥¥¥~  江主北 青首I矧 厚沢部
江差北 ¥¥  

青苗奥尻 ¥¥  

厚沢部 ¥ ¥  

今金 0-2 0-2 0-2 
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二大ζ 仁1宅聖書f住吉髭豆主宰雪 0コこことご C;ま
入部以来、 1度ち公式戦での勝利のなかっ

た3年生にとって、春季大会での初勝利は、
何よりの喜びと自信に繋がりましだ。そして、
中体連では、「あの喜びを再び!Jとの強
い思いで 『予選突破』を目標に、 14人がIQ，¥

をひとつにがんばってきました。
ところが初日、「緊張しないJIいつも通り」

の言葉とは裏腹に、硬い動きー 。いつもの今
中らしさを発揮することのできないままに2
敗してしまいました。「こんなはずじゃないJ
と迎えた2日目。初日とは一転して、いい声、
いい動き、いい笑顔が随所に男られましだ。
結果は、3敗で残怠ながら予選突破とはなり
ませんでしたが、 3年生全員が『完全燃焼』
で終わることができました。

これまで応援し、支えて下さったご家族や
地域の方々には本当に感謝の気持ちでいっぱ
いです。ありがとうございまレた。



万全r士ナユノ Zコ一一
一+官~FI券 〈壬主主主草と己主最キ章〉

Oトーナメント 「ー今盆

北韓山・翻

上ノ 国

乙 部
主主主本寸玉里弓子皇室奪三f<T:>こと fま
生徒達が目標としてきた全道大会lこ2年連

続出場することが出来ました。
昨年の卒業生が今金史上初の歴史を築いて

くれました。今年のチームは仲ち良く、自主
的にトレー二ングに励める素晴らしいチーム
に成長しましだ。昨年の浦沼では、決勝まで
観戦し、充実した3日聞を送ることができま
した。今回の帯広も同様の苅応をして下さる
とのことを聞いております。このような素敵
な地域、保護者の皆様に見守られて育ってい
く子供達は幸せ者です。指導者一同、感謝の
気持ちで一杯です。これからち子ども達の成
長のために一丸となって頑張っていきますの
で、よろしくお願いいだします。

万士r主号 f予 Jにニス.7ν 卜-....1'::-.)レ
一+主事1軍主貝券

O予選A1ルイ 今盆069-29・上/目。城
O決勝トーナメント 「ー 今 盆

乙部
上ノ国・大成

江差
里予 8;告ぷ之皇室室塁手 <T:> こと r~
男子決勝。相手は江差中学校。相手にリー

ドされる中、何度も追い上げ、必死にくらい
ついた。コートに立った5名に加え、ベンチ
に座る10名、ベンチの外から見守る2名、
1 7人の選手全員が一丸となって勝負に挑ん
だ。全力で走り、大きな声を出し、皆自分の
役割を精一杯果たそうと努力した。結果は惜
しくも準優勝。悔しさに、 j戻が流れた。
2年前、江差中学絞と合同チームを組んで

1年生大会に出場していた頃は、 H券するこ
とさえ難しかった。それが今決勝に進み、優
勝がねらえる位置にまで到達できた。週末の
練習。負けても再度挑戦し続ける先輩たちの
姿。いつも応援してくれる男女パスケットボ

ール部の保護者の皆様の支え。すべてが合わ
さって今の男子パスケットボール部がある。
ありがとうございました。

ゼミr当てさ子J に二~?-~ノト ....1':: -.)レ
一~1窪王丹券〈当主主;草国当主暴キ章〉

O予選Aグルイ 今盆062-34・北檎山
O決勝トーナメント 「ー今盆

部
差

乙
江

北檎山
ノ、田牙佐王宮、室主宰皇子 <T:> こと r~
女子パスケットボール部は優勝し、全道大

会に駒を進めることができましだ。やってみ
なければわからないのが勝負の世界。どの試
合ち気を抜いたほうが敗れるような、そんな
試合展開でしだ。その中勝ち阪けたのは9人
それぞれのがんばりです。これからはちっと
声を掛け合って選手ちコーチち一丸となって
全道大会で1つでも多く勝てるように練習に
励んでいきだいと思います。これまで応優し
て下さったすべての皆様に感謝申レ上げます。
また、多くの支援を戴いた町のみなさんにも
感謝いたします。ありがとうございます。
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・55kg級準優勝早坂康志郎
・66kg級優勝早坂徳太郎(会進出場権)
イ左耳事后蓑.A..皇室霊童fOコこと r~.

中体連柔道槽山大会は年々出場者が減少
し、対戦相手がいない階級が複数あった。
そんな中、 3年生の早坂選手は交流試合と

して、 2階級ち上の相手と苅戦し、健闘する
ことができた。
全道大会では、同じ階級の相手と苅戦でき

るため、 3年間積み上げてきた練習の成果を
十分に発揮してほしいと思います。

τ会r寅リ主主主。国 T本単主主

一+主善三官王丹捧〈当主主;草と包主号ヰ壷〉

今金02ーO・北檎山 重量

今金.0-40厚沢部 、"'-通f
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・第31:立 古谷聖弥(全道出場権)
・第51:立伊膝*'鱗(全道出場権)

ほ:剣i草の会i重大会11{吉ム(乙~~甲r)イ開催さ
れるため、土場枠が3吉正Tいます。

ヌドζ 多;.イ申毎3EE主宰三fa:>こと r;::t:
7月13日に憧山中体連剣道大会が乙部町

で行われだ。今年は全道大会が乙部町で開催
されることもあり、各チームの意気込みがい
つも以上に強<感じたが、そのような中でも
選手達は落ち着いた雰囲気で試合に臨んでい
た。結果は、団体戦・個人戦共に全道大会出

場を決めた。特仁、個人戦では10分を越え
る激闘もあり、内に秘める闘志を見せつけて
くれましだ。
最後に、保護者の皆様・剣道少年団の指導

者の皆様、各関係機関の皆僚に感謝を申し上
げたいと思います。

御家庭で話題にしてください!

携帯電話(スマホ)I~ついて
大変便利な携帯電話(スマホ)ですが、その

反面、いろいろなトラブノレの原因にもなって
います。また、昨年度の全国学力・学習状況
調査結果で、使いすぎと学力の関係が取り上
げられました。
本校では、「中学生には必要なし」という

スタンスで指導しています。しかし、いずれ
は使うことを考え、ネッ トト ラブ、/レ防止教室

などを通して、正しい使い方やマナーなどの

指導も継続していきます。
夏休みを迎えるにあたり、ぜひ御家庭でも

話題にしていただき、お子さんに持たせる場
合、以下の項目について、御理解と御協力を
お!JHいたします
三議とどんな手同逗諮を取り合ーっているの

か、保護者がしっかりと把握する。
・料金がいくらで、誰が払っているのか、明確に

ま長担調主主あ

充実した25日間のために

掛けの生活 I~ついて
明日から夏休みが始まります。生徒指導部

や生徒会係から注意点についてお知らせがあ
りましたが、充実した 25日間にするために、
家庭でも御協力をお願いします。

(1)鰯&t58!
お盆休みや夏祭りなど、何かとイベン

卜が多い時期。不規則にならないよう、
早寝・早起きを心がけてください。

(目腿l稽由附溜き!
宿題対策が大変そうですが、まとまっ
た時聞があるので、ぜひ弱点克服を!
なお、休み中の学習会を積極的に利用
してください。

。)要型欄轍13蹟8!
海岸や河川|付近等の野外におけるレジ
ャー等で、危険な場所には絶対に立ち
入らないこと。

仙ネットよ0トラブJW凍柵11:8!
自由な時聞が増えると、さまざまなメ
ディアから、アクセスする機会も増え
ると思います。ルーノレ、マナーを守っ
て健全な利用を心がけてください。

川田樗ガ6u涜鑓保8!
何かと外を出歩く機会が多くなると思
いますが、不審者には引き続き注意が
必要です。また、飲酒等の違法行為は
厳禁です。

三走 沼(8" )弓〉のそ予 5主
日 曜日 行事予定

今金ミrジリサマーストlレ①

1 土
全道バスケット大会②(小樽)
全道バドミントン大会①(到iI路)
全道剣道大会①(乙部)
今金ミュサ7Hマ』ストfレ②

2 日
全道バスケット大会③(小樽)
全道ノ〈ドミントン大会②(釧路)

全道剣道大会②(乙部)
4 火 NZ壮行会
5 水 全道柔道大会①(函館)

6 木
NZ出発日
全道柔道大会②(函館)

1 6 日 NZ帰着目
1 7 月 全学年学習会
1 8 火 全学年学習会

1 9 71< 
休業明け集会
定例職員会議

23 日 槍 P研究大会(せたな)
24 月 専門委員会
26 71< 芸術鑑賞会(ゴスペル)
27 木 前期末ァス卜①

28 金
前期末ァスト②
町互助会レク

29 土 檎山商工会杯野球大会①
30 日 檎山商工会杯野球大会②


