
インディアカってどんなスポーツ？？ 

バレーボールに似たスポーツで、平たいパッド

に赤色の羽がついたインディアカ 

ボールを使います。この羽がボールの 

スピードを遅くし、パッドも柔らかい 

のでケガの心配もなく、初心者でもラ 

リーが続けやすいです。年齢・性別・ 

体力・経験を問わずだれでも楽しめます。 

 

インディアカは、おそろいのピンクのＴシャ

ツの「リベンジ（元鴨中 PTA）」・「ダックス（現

鴨中 PTA）」・「バスケ部（保護者＋卒業生）」・

「レインボー（バレーボール部）」・「小鴨（小

原台小・鴨居小先生）」・「Ba-Ba（鴨居中先

生）」の６チームの総当たり戦。 

優勝を飾ったのは現役高校生の先輩が活

躍した「バスケ部」でした。 

５月１９日（土）、毎年恒例のおや鴨の会が行われました。おや鴨の会は保

護者と地域の方々に学校に来ていただき、先生や生徒たちと交流し鴨居中を

身近に感じていただく目的で２３年前にはじまりました。当日はさわやかな

晴天の下、運動場ではソフトボール、体育館ではインディアカが行われまし

た。 

 

ソフトボールは「野球部」「ソフトボール部」「教師チーム」「地域・PTA

チーム」で２試合が行われました。選手がバッターボックスに入るときに各

々のテーマ曲が流されました。生徒たちの選曲は「いきものがかり」やアニ

メソングなど。大人たちは故・西城秀樹さんをしのび「YMCA」「ギャラン・

ドゥ」などもかかり、音楽を通しての世代間交流もありました。 

 

インディアカは、おそろいのピンクの Tシャツに身をつつんだ「リベンジ（元

鴨中 PTA）」・「ダックス（現鴨中 PTA）」・「バスケ部（保護者＋卒業生）」

・「レインボー（バレーボール部）」・「小鴨（小原台小・鴨居小先生）」

・「Ba-ba（鴨居中先生）」の６チームの総当たり戦。優勝を飾ったのは現

役高校生の先輩が活躍した「バスケ部」でした。 

 

インディアカってどんなスポーツ？？ 

 

インディアカはバレーボールに似たスポーツで、平たいパッドに赤色の羽が

ソフトボールは「野球部」「ソフトボール部」「教師チーム」「地

域・PTA チーム」で２試合が行われました。選手がバッターボック

スに入るときに各々のテーマ曲が流されました。生徒たちの選

曲は「いきものがかり」やアニメソングなど。大人たちは故・西城

秀樹さんをしのび「ＹＭＣＡ」「ギャランドゥ」などもかかり、音楽を

通しての世代間交流もありました。 

 

 

～大人も子どもも夢中で一つのボールを追いました～ 

5 月 19日（土）、毎年恒例のおや鴨の会が行われました。おや鴨の会は保護者と地

域の方々に、先生や生徒たちと交流し鴨居中を身近に感じていただく目的で 23年前

にはじまりました。当日はさわやかな晴天の下、運動場ではソフトボール、体育館では

インディアカが行われました。 

 

↓気合を感じます 

上地前校長先生も参加！ 
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三浦学苑は、普通科と工業技術科からなる高校

です。校舎の前に広い人工芝のグラウンドが広が

り、屋内プールに機材が充実したトレーニングルー

ムまで完備されていたところは、流石私立という

感じでした。多くの学生が熱心に授業に取り組ん

でいる姿を拝見させていただきました。すてきな

ウェルカムボードで迎えられた後、高校を選ぶ際

には、どのようなことを考え

るべきなのか、何に重点を置い

て考えるのが良いのかを教え

ていただき、多くの参加者も

参考になったようです。常に

地域に密着した高校でありたい

という校長先生の言葉に沿ったように、

すれ違う生徒たちは皆、「こんにちは」と挨拶を

していました。

横須賀総合高校は、横須賀市にある唯一の公立

総合学科を取り入れている高校です。総合学科と

は、従来の普通科や専門学科とは異なり、数多く

の多様な選択科目の中から自己の能力・適性、興

味・関心、進路等に基づき履修する科目を選択す

るという新しいスタイルの学校です。校内の廊下

や階段にはマットが敷かれていて、いたるところ

に芸術作品が飾られていました。また、多数で授

業を受けているクラスもあれば、少数で授業を受

けているクラスもありました。無線ＬＡＮが学校

中に張り巡らされていて、

生徒たちは、タブレット

型ＰＣを利用して授業

を受けていました。

おいしいカレーもいた

だきました。

横須賀明光高校は、

平成３２年４月

に大楠高校と

再編・統合し

ます。専門学

科として福祉

科、クリエイティ

ブスクールと

して普通科とからなる学年制・全日制課

程の高校となることから、平成３０年度

入試から福祉科のみになるとのことでし

た。新学校に生まれ変わることへの希望を胸に、

先生方が準備されているのが実感できました。福

祉科の教室は、福祉関連教材・施設が充実してお

り、高齢者施設等での校外実習も行われていると

のことで、福祉に関わる人間の心を育てるという

理念が体現されていたように思いました。

高校見学
６月１４日（木）、学級委員会主催の高校見学会

が行われました。今年は、５４名の保護者及び校長

先生が参加し、バス１台で次の４高校を見学させて

いただきました。
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横須賀総合高等学校（単位制・総合学科）

三浦学苑高等学校（普通科、工業技術科）

昭和３７年に開校した

追浜高校は、「文武両道」

「独立自主」を校訓とし

て、様々な分野で活躍でき

る人材の育成を目指し、教育を

実施しています。入学当初から、ほとんどの生徒

が４年制大学への進学を希望し、８割以上の生徒

が合格しています。進学校というイメージが強い

追浜高校ですが、今は自分が思い描く将来に向け

てどの様な力をつけなければいけないかを主軸に

教育を行っています。

新校舎は、木のぬくもりと暖かい日差しを感じ

られる作りとなっている反面、旧校舎は学校の歴

史を感じられる物であり、創立以来使い続けてい

る木製の下駄箱が、未だその役目を終えずに大切

に使われています。

追浜高等学校

学級委員の皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。
見学を通じて、各学校がその特徴を生かした教育を実施していることを肌で感じてきました。その特徴を知るには、

足を運ぶしかありません。公私合同説明会や学校説明会を利用し、どの高校が自分に合っているのかを見極めること
が大切です。夏休みを利用して高校に行ってみよう！
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生徒の感想の感想感想
☆地球堂
どんな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だと仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとでも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だと客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとを敬った態度や身だしなみで接することが大事だと敬った態度や身だしなみで接することが大事だとった態度や身だしなみで接することが大事だと態度や身だしなみで接することが大事だとや身だしなみで接することが大事だと身だしなみで接することが大事だとだしな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとみで接することが大事だとすることが大事だと大事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとだと
思いました。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。いました態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。んだことを敬った態度や身だしなみで接することが大事だとこれからの感想人生で生かしていきた態度や身だしなみで接することが大事だといです。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。
☆湘南栄光幼稚園
最初は不安だったけど、遊んでいくとだんだん話が弾むようになってよかっは不安だったけど、遊んでいくとだんだん話が弾むようになってよかっ不安だったけど、遊んでいくとだんだん話が弾むようになってよかっだった態度や身だしなみで接することが大事だとけど、遊んでいくとだんだん話が弾むようになってよかっんでいくとだんだん話が弾むようになってよかっが大事だと弾むようになってよかっむようにな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとってよかっ
た態度や身だしなみで接することが大事だとです！
☆ファミリーガーデン
ずっと立ちっぱなしで作ってて疲れたけど楽しかったし、美味しいケーキがちっぱな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとしで作ってて疲れたけど楽しかったし、美味しいケーキがってて疲れたけど楽しかったし、美味しいケーキがれた態度や身だしなみで接することが大事だとけど楽しかったし、美味しいケーキがしかった態度や身だしなみで接することが大事だとし、美味しいケーキがしいケーキがが大事だと
いつもこうや身だしなみで接することが大事だとって作ってて疲れたけど楽しかったし、美味しいケーキがられてるんだってことが大事だとわかった態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。
☆特別養護老人ホームシャローム
イメージと違っていてお年寄りの方と接するのが親しみやすく楽しかった。と違っていてお年寄りの方と接するのが親しみやすく楽しかった。っていてお客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だと年寄りの方と接するのが親しみやすく楽しかった。りの感想方と接するのが親しみやすく楽しかった。と接することが大事だとするの感想が大事だと親しみやすく楽しかった。しみや身だしなみで接することが大事だとすく楽しかったし、美味しいケーキがしかった態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。
☆横須賀市動物愛護センター
わんちゃんとねこちゃん可愛かった態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。くぅた態度や身だしなみで接することが大事だとん(生徒の感想の感想飼い犬い犬)飼い犬ってるから、
掃除の仕方とかしっかり学べた。愛護センターの人が優しくて面白かった。の感想仕方と接するのが親しみやすく楽しかった。とかしっかり学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。べた態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。愛護センターの感想人が大事だと優しくて面白かった。しくて面白かった。かった態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。
☆イオン久里浜店
自分が普段買い物しているところなのに知らないことがいっぱいで仕事のが大事だと普段買い物しているところなのに知らないことがいっぱいで仕事のい物しているところな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとの感想に知らないことがいっぱいで仕事のらな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だといことが大事だといっぱいで仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとの感想
大変さがよく分かりました。さが大事だとよく分が普段買い物しているところなのに知らないことがいっぱいで仕事のかりました態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。
☆ケンコウ幼稚園幼稚園
幼稚園の感想子たちと、いっぱい遊べてみんなかわいくてすごく楽しかったですた態度や身だしなみで接することが大事だとちと、いっぱい遊んでいくとだんだん話が弾むようになってよかっべてみんな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとかわいくてすごく楽しかったし、美味しいケーキがしかった態度や身だしなみで接することが大事だとです。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。
☆鴨居保育園
思いました。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。ってた態度や身だしなみで接することが大事だとよりも大変さがよく分かりました。な仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だと仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとが大事だといっぱいあった態度や身だしなみで接することが大事だとけど、や身だしなみで接することが大事だとりが大事だといが大事だとあって楽しかったし、美味しいケーキがし
かった態度や身だしなみで接することが大事だとです。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。
☆ just hair EX.T 浦賀店

自分が普段買い物しているところなのに知らないことがいっぱいで仕事のが大事だと知らないことがいっぱいで仕事のらな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとかった態度や身だしなみで接することが大事だとことや身だしなみで接することが大事だと美容室の裏事情をたくさん知れてとても良かったの感想裏事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だと情をたくさん知れてとても良かったを敬った態度や身だしなみで接することが大事だとた態度や身だしなみで接することが大事だとくさん知らないことがいっぱいで仕事のれてとても良かったかった態度や身だしなみで接することが大事だと
です。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。慣れないことがたくさんあって、美容師さんは慣れというか当たり前にれな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だといことが大事だとた態度や身だしなみで接することが大事だとくさんあって、美容師さんは慣れというか当たり前にさんは不安だったけど、遊んでいくとだんだん話が弾むようになってよかっ慣れないことがたくさんあって、美容師さんは慣れというか当たり前にれというか当たり前にた態度や身だしなみで接することが大事だとり前にに
な仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとっているの感想が大事だとすごく憧れを持ちました。れを敬った態度や身だしなみで接することが大事だと持ちました。ちました態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。
☆神奈川歯科大学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。
授業は少し難しかったけど、貴重な体験がたくさんできて良かったです！は不安だったけど、遊んでいくとだんだん話が弾むようになってよかっ少し難しかったけど、貴重な体験がたくさんできて良かったです！し難しかったけど、貴重な体験がたくさんできて良かったです！しかった態度や身だしなみで接することが大事だとけど、貴重な体験がたくさんできて良かったです！な仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だと体験がたくさんできて良かったです！が大事だとた態度や身だしなみで接することが大事だとくさんできて良かったかった態度や身だしなみで接することが大事だとです！

 天気が心配されていましたが、曇り空の下集合、うみかが大事だと心配されていましたが、曇り空の下集合、うみかされていました態度や身だしなみで接することが大事だとが大事だと、曇り空の下集合、うみかり空の下集合、うみかの感想下集合、うみか
ぜ公園でレクリエーションの大縄クラス対決を行うことがで公園でレクリエーションの感想大縄クラス対決を行うことがでクラス対決を行うことがで対決を行うことがでを敬った態度や身だしなみで接することが大事だと行うことがでうことが大事だとで
きました態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。 雨が降り出し、木の下に集まってお弁当を食べが大事だと降り出し、木の下に集まってお弁当を食べり出し、木の下に集まってお弁当を食べし、木の下に集まってお弁当を食べの感想下に集まってお客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だと弁当たり前にを敬った態度や身だしなみで接することが大事だと食べべ、
いよいよ出し、木の下に集まってお弁当を食べ発。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。みんな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとよく歩きました。おうちの方も一緒にきました態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとうちの感想方と接するのが親しみやすく楽しかった。も一緒にに
歩きました。おうちの方も一緒にいていた態度や身だしなみで接することが大事だとだき、参加者全員完歩きました。おうちの方も一緒にできました態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。横須賀美術
館前にでは不安だったけど、遊んでいくとだんだん話が弾むようになってよかっ、みんな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だと達成感に満ち溢れた笑顔でした。ち溢れた笑顔でした。れた態度や身だしなみで接することが大事だと笑顔でした。でした態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。　　　　

                                  ４組担任　小林　美哉先生より

～新しい仲間と一致団結～しい仲間と一致団結～と一致団結～

２年生　職業体験　　５月３１日 ～６月１日㈭～６月１日㈮ ㈮

うみかぜ公園公園うみかぜ公園公園

１年生　校外学習　5 月 31 日㈭

横須賀美術館横須賀美術館

　今年度の職業体験は、６１ヶ所の事業所の方々にごの職業体験は、６１ヶ所の事業所の方々にご職業体験は、６１ヶ所の事業所の方々にごは、６１ヶ所の事業所の方々にご所の事業所の方々にごの職業体験は、６１ヶ所の事業所の方々にご事業所の事業所の方々にごの職業体験は、６１ヶ所の事業所の方々にご方々にごにご
協力いただきました。いただきました。
　生徒たちは、マナー講座と職場への事前訪問を経てたちは、マナー講座と職場への事前訪問を経て講座と職場への事前訪問を経てと職場への事前訪問を経て職場への事前訪問を経てへの職業体験は、６１ヶ所の事業所の方々にご事前訪問を経てを経て経てて
二日間の体験に取り組みました。当日は不安を抱き緊の職業体験は、６１ヶ所の事業所の方々にご体験は、６１ヶ所の事業所の方々にごに取り組みました。当日は不安を抱き緊り組みました。当日は不安を抱き緊組みました。当日は不安を抱き緊みました。当日は不安を抱き緊を経て抱き緊き緊
張をした生徒たちでしたが、社会で働く大変さと大切を経てした生徒たちは、マナー講座と職場への事前訪問を経てたちでしたが、社会で働く大変さと大切で働く大変さと大切く大変さと大切大変さと大切さと職場への事前訪問を経て大切
さを経て学ぶ貴重な体験ができたと思います。貴重な体験ができたと思います。な体験ができたと思います。体験は、６１ヶ所の事業所の方々にごができたと職場への事前訪問を経て思います。います。

マナー講座と職場への事前訪問を経て講座と職場への事前訪問を経て ５月１１日㈮
　　　　　　　　　　　　　　　　　講師さんは慣れというか当たり前に 株式会社 TMC 佐藤先生

　とにかく講師さんは慣れというか当たり前にの感想方と接するのが親しみやすく楽しかった。の感想話が弾むようになってよかっを敬った態度や身だしなみで接することが大事だと聞く生徒達の熱心な態度に感心く生徒の感想達の感想熱心な仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だと態度や身だしなみで接することが大事だとに感心
しました態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。この感想講座を受講したことで職業体験をする上でのを敬った態度や身だしなみで接することが大事だと受講した態度や身だしなみで接することが大事だとことで職業は少し難しかったけど、貴重な体験がたくさんできて良かったです！体験がたくさんできて良かったです！を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとする上でのでの感想
不安だったけど、遊んでいくとだんだん話が弾むようになってよかっを敬った態度や身だしなみで接することが大事だとかな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとり払拭できたのではないでしょうか。先生方も参できた態度や身だしなみで接することが大事だとの感想では不安だったけど、遊んでいくとだんだん話が弾むようになってよかっな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だといでしょうか。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。先生方と接するのが親しみやすく楽しかった。も参
加して笑いもあり楽しかったし、美味しいケーキがしみな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとが大事だとらマナーを敬った態度や身だしなみで接することが大事だと学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。べるこの感想講座を受講したことで職業体験をする上での、と
ても貴重な体験がたくさんできて良かったです！だと思いました。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。います。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。私自身だしなみで接することが大事だとも何十年とビジと違っていてお年寄りの方と接するのが親しみやすく楽しかった。ネス対決を行うことがでマンを敬った態度や身だしなみで接することが大事だと
や身だしなみで接することが大事だとっていますが大事だと、新しい仲間と一致団結～人研修の頃を思い出し気持ちをリフの感想頃を思い出し気持ちをリフを敬った態度や身だしなみで接することが大事だと思いました。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。い出し、木の下に集まってお弁当を食べし気が心配されていましたが、曇り空の下集合、うみか持ちました。ちを敬った態度や身だしなみで接することが大事だとリフ
レッシュできたのでとても有意義な時間となりました。保護できた態度や身だしなみで接することが大事だとの感想でとても有意義な時間となりました。保護な仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だと時間と一致団結～とな仕事でも、お客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だとりました態度や身だしなみで接することが大事だと。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。保護
者の感想皆さんにもお勧めの講座でしたね。さんにもお客様を敬った態度や身だしなみで接することが大事だと勧めの講座でしたね。めの感想講座を受講したことで職業体験をする上でのでした態度や身だしなみで接することが大事だとね。今回学んだことをこれからの人生で生かしていきたいです。
                                              広報委員　取材担当たり前により

将来への扉をへの扉を扉をを
　見つけよう！つけよう！

観音崎パークセンターパー講座と職場への事前訪問を経てクセンター講座と職場への事前訪問を経て

横須賀市資源回収協同組みました。当日は不安を抱き緊合

浦賀行政センター図書室センター講座と職場への事前訪問を経て図書室

ファミリー講座と職場への事前訪問を経てガー講座と職場への事前訪問を経てデン

ヒルタ獣医科

自衛隊横須賀病院

甲羅本店

浦賀郵便局

永瀬建築

アイビー講座と職場への事前訪問を経て動物病院

平成30年 (2018年 )７月６日　　　　　　道　　　     　　　　　　　　22号 (５ ) 





平成30年（2018年）7月6日 道 22号（7）

図書ボランティア

このボランティアは、元々、平成21年に旧上の台中学校と鴨居中

学校との統合が決まり、両校のＰＴＡが図書室の整備をするために

立ち上がったそうです。

取材に伺った5月17日は、季節の飾りつけをするチームと本の整備

をするチームにわかれ、作業していました。折り紙でかわいい飾り

を作ったり、本の背表紙を新しい物に替える作業などを皆さんがそ

れぞれ手際よく行っていました。

ファームボランティア

取材に伺った5月16日はお天気にも恵まれ、とても気持ちの良い

日差しの中、行われました。今年度の第一回目の活動日ということ

で、7組の生徒たちが自己紹介をしてくれました。

主な作業内容は、ジャガイモが植えてある畑の草取りと、プラン

ターで作る朝顔のグリーンカーテンの苗の植え付けです。ジャガイ

モの収穫や、グリーンカーテンの出来がとても楽しみですね。だい

たい1時間ほどの作業時間でしたが、生徒たちと一緒に楽しく作業

出来ました。

図書室前の飾り① 図書室前の飾り②

作業する図書ボラのみなさん① 折り紙で作った飾り

作業する図書ボラのみなさん②

畑の草取り① 畑の草取り② 畑の草取り③

7組自己紹介

苗植え付け

鴨居中学校には4つのボランティアがあります。
(図書、検定、学習見守り、ファーム）
今回は、図書とファームを取材しました。



総会のあいさつでは、相澤会長から「世帯数が減少し、予算を立てるのに四苦

八苦している。会員のみなさまによく審議してしていただき、ご意見いただきた

い。」との言葉がありました。

鴨中PTA総会は、保護者が、短い時間で、学校の様子を楽しく知ることができる

よう、とても工夫されているのを感じます。まだ参加されたことがないという方

は、来年、ぜひ参加されてみてはいかがでしょうか？

(8) 平成30年（2018年）7月6日 道 22号

編集後記
７月号は新たなメンバーで作る最初の号です。新年度を迎え、子どもたちは

とても頑張っています。保護者・教職員・地域も頑張っています。いろんな
「がんばり」が形になりました。少しでもみなさまに伝われば幸いです。

１０月 ３日(水)～ ４日(木)
１・２年教科二者面談

５日(金) 前期終了
７日(日) スクールバンドフェスティバル
９日(火) 後期開始

１５日(月)～３１日(金)
学校へ行こう週間

２０日(土) 駅伝競走大会
２６日(金) 鴨中祭

１１月 ７日(水)～ ９日(金)
３年中間テスト

１４日(水) 小学校部活動見学
２１日(水) 立会演説会・生徒会長選挙
２４日(土) 鴨居連町合同防災訓練

１２月 ４日(火)～ ６日(木)
３年三者面談

５日(金)～ ６日(木)
１・２年中間テスト

８日(土) かも鴨フェスタ
１８日(火)～１９日(水)

１・２年三者面談
２６日(水) 冬季休業開始

行 事 予 定 ②

「ＰＴＡ総会」と聞くとどんなイメージがありますか？

役員紹介、活動計画案と予算案可決。普通はそれだけ。でも、鴨中の総会は一味違います。

吹奏楽部迫力の演奏。必見です！

保護者がカメラを構えるその先は…↓ＰＴＡ総会後、吹奏楽部による歓迎演奏と部活保護者会が行われています。

1年生による「かえるのうた」。初々しい演奏は見ている側もドキドキし、

心が和みます。2・3年生の演奏は、迫力がありとても素晴らしいです。

部活保護者会では、各部顧問の先生紹介と部活動に関する説明がありまし

た。笑顔で元気いっぱいの先生方に新入生保護者のみなさんは安心した様子

でした。

参加者少。これでいいのでしょうか？

5月16日(水)18：00～18：30、校外パトロー

ルが行われました。

観音崎花の広場方面、ママの広場方面、小

原台ave方面の3コースに分かれて、危険箇所

がないか確認。特に問題箇所は無く、子ども

たちが安全に登下校できるよう、整備されて

ていました。

次回は 祭礼パトロール

7月28日(土)・29日(日)17：00～21：00

鴨居中・鴨居小・小原台小ＰＴＡが時

間を分担。◆小原台小 17：00～18：00

◆鴨居小 18：30～19：30

◆鴨居中 20：00～21：00花の広場公園内もしっかり確認

※予定は変更になることがあります

2018年度特別号の訂正とお詫び

2ページ教職員紹介

◆学習支援員 池上 恵子→池亀 惠子
いけがみ　けいこ いけがめ　けいこ

◆1年3組 齋藤 宜人→齋藤 宣人
さいとう　のりひと さいとう　のりひと

◆2年副担任 岩崎 芙美子→岩崎 扶美子
いわさき　ふみこ いわさき　ふみこ

◆2年3組 大上 悠 担当教科 数学→社会
おおがみ　ゆう

訂正し、お詫び申し上げます。

5月11日(金)14：30～15：10
ＰＴＡ総会が行われた。

会員数775名のうち、委任状

600名、参加77名、計677名とな

り、会員の5分の1を超えたので

会は成立した。年間活動計画・

予算案が可決された。


