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☆★☆★☆充実の秋 自分を見つめ、目標や夢の実現をめざそう☆★☆★☆
秦野市立西中学校長
関野 信好
ストも控えています。今まさに大切な時期です。こ

１３日（土）の西翔祭は、来賓の方から「子ど
もたちが一体となり、整然としたいい運動会だっ

れも「努力の丘に成功の花は咲く」の言葉のように、

た」という言葉を多くいただきました。ブロック

苦しいことから逃げずしっかりと準備してほしいと

ごと夏の暑い時期から、３年生がリーダーとして

思います。以前、入学式で「中学校は、大人になる

応援や旗づくり、競技の練習など一生懸命に取り

準備の時期」であると話しました。大人とは、自分

組んできた成果だと思います。
「努力の丘に成功の

のしたことに自分で責任をとれる人、そして自分の

花は咲く」まさにこの言葉のようだと感じました。

ことばかりでなく、周りの人や家族のことを考えて

これから合唱コンクールや新聞コンクールなどの

行動できる人ということであると思っています。つ

行事もありますが、学生の本分は、学業です。授

まり、自分の好き勝手に行動する人は大人ではない

業や家庭学習に真剣に臨み、悔いのない２学期を

ということです。そういうことを学んで成長してほ

過ごしてほしいと思います。特に３年生は進路に

しいと考えています。

向け、高校の説明会や行事などに積極的に参加し、

♡地域の方から感謝の電話をいただきました♡

目標をもって日々の生活に真剣に取り組んでほし

９月１７日（水）午後５時頃、地域の方から学校に電話が

いと思います。２年生、１年生は行事や部活動は

ありました。その内容は、重い荷物を３年生４名の男子が、

もちろんですが、日頃の生活面でも西中をさらに

西中近くから「肉のやまもと」商店付近まで運んでくれたと

盛り上げ、リーダーとしての自覚をもって行動し

いうことでした。その方はとても感謝され、お電話をかけて

てほしいと思います。１０月２日～３日に中間テ

こられました。西中生の優しい心づかいが感謝され、とて

スト

も嬉しい出来事でした。

響け歌声! 合唱コンクール
<合唱コンクールクラス曲>
２３日（木）秦野市文化会館大ホールで第１４回合唱コ

〔１年生〕

ンクールを開催します。各クラスの練習は中間テスト後

１組 カリブ夢の旅

２組 With you smile

の３日（金）から本格的にスタートします。スローガン

３組 マイ バラード

４組 この星に生まれて

は「響け

５組 広い世界へ

６組 自分らしく

魔法の歌声

届け夢の Harmony」のもと、実

行委員会の生徒が準備を進めてくれています。１０月９

〔２年生〕

日(木)には生徒集会時に発表抽選会が行われる予定にな

１組 ＣＯＳＭＯＳ

２組 明日へ

っています。当日の開会式は９：２０分から、合唱の最

３組 空駆ける天馬

４組 海・風・光

初のクラスは９：３０分頃からスタートする予定です。

５組 心の瞳

最後のクラスの発表は１２：００分頃になります。審査

〔３年生〕

員による指導講評後、表彰式、閉会式となります。練習

１組 栄光の架け橋

の成果や子どもたちの真剣な表情にご注目ください。ぜ

４組 道

５組 友 ～旅立ちの時～

ひお越しいただき、秋の素敵な半日を過ごしていただけ

６組 Ｆｉｇｈｔ

７組 ＹＥＬＬ

たら幸いです。
今後、校内の水のみ場や廊下等に掲示されるボランティ

６組 君と見た海
２組 手紙

７組 予感

３組 虹

●○ 朝から競技終了まで一体となった声援 ありがとうリーダーの３年生●○
あ れ か ら ６ ヶ 月 が 経 過 し て ・ ・ ・ ●○●

９月１３日（土）、絶好の天気に恵まれ、第２６回西翔祭を行いました。総合優勝は、黄

緑チーム（3－7 2－7 1－4）準優勝は赤チーム（3－5 2－2 1－6）に輝きました。３位
は青チーム（3－2 2－5） 応援賞は、オレンジチーム（3－4 2－4 1－5）チーム旗賞
は、オレンジと赤チームが分け合いました。どのチームも夏休み中から練習に取り組み、
成果を挙げ、熱気あふれる体育祭となりました。何よりも感動したのは、朝から競技終了
まで、学年の枠を超え一生懸命応援している子どもたちの姿でした。テニスコート脇で
は、西中サポートクラブの方が子どもたちに綿菓子を無料で配布してくださったり、職員
玄関前や校庭单側では、ＰＴＡの方が生徒に冷たい飲み物を用意してくださったりする
など西翔祭を盛り上げてくださいました。ご声援・ご協力に心より感謝申し上げます。

コンクール・新人戦等大会予定
・・・・吹奏楽部は東関東大会（千葉市）へ・・・・
8 月 30 日（土）秦野運動公園で行われた秦野市陸上競技会
で西中が総合 8 連覇を達成しました。また 8 月 24 日小田原
アリーナで県マーチングコンテストが行われ、昨年に続き吹奏
楽部が A 部門金賞に輝き、東関東大会（１０月５日 千葉市）
の出場が決まりました。また、新チームによる新人戦がスタート
しそれぞれの戦いに臨みます。さわやかな戦いを期待したい
と思います。保護者の皆様のご声援をよろしくお願いします。

☆☆☆ かがやく西中生 ☆☆☆
◆ソフトテニス部秦野市新人大会
☆追 求 の 姿 、 喜第３位女子団体
び
◆神奈川県水泳大会新人戦 水泳部

女子総合 7 位

第７位 ○○○○ １００ＭＲ背泳ぎ

★ 野 球

10/18

（西中・渋沢中）

10/26

（秦野球場）

10/18

（おおね公園・本町中）

1１/１

（おおね公園）

10/18

（市体育館サブ）

10/25

（市体育館サブ）

★ サッカー
★ 卓 球

東関東マーチングコンテスト 千葉市

★ 柔 道

11/2

★ 剣 道

10/26 （市体育館：第 1 武道場）

★バスケットボール 10/18

★ バレーボール

（市体育館：第２武道場）
（市体育館）

10/19

（東中・单中）

10/25

（市体育館）

10/25

（单中）

10/26 （单中）
10/5 県大会（平塚競技場）

★ 陸 上 （駅伝） 10/18 （運動公園周回コース）

第５位 ○○○○ １００Ｍ平泳ぎ
秦野市新人大会

10/5

★ 陸 上

第４位 女子４００M メドレーリレー
◆陸上部

★ 吹奏楽

男女総合２位

★

（女子 1 位男子 2 位）
第１位 女子共通 4×100Ｒ ○○ ○○ ○○○ ○○
第１位 男子共通 4×100Ｒ ○○ ○○ ○○ ○○
第１位 男子１年 4×100Ｒ ○○ ○○ ○○ ○
第１位 ２年女子１００Ｍ

○○ ○○○

第１位 共通男子１１０Ｈ ２年男子１００Ｍ
第１位 共通女子８００Ｍ １５００M

○○ ○

○○ ○○

第１位 男子共通 １５００M ○○ ○○
（陸上大会は紙面の都合上 １位のみ記載）

27 日（土）28 日（日）に行われた
たばこ祭に美術部の生徒が夏休み
から準備・制作してきた「らんたん」
が、28 日（日）午後５時、イオン駐車
場を出発し、たばこ祭り会場を巡行し
ました。子どもたちの想いのこもっ作
品に多くの方が感動していました。

