
- 1 -

富竹中だより Ｎｏ．２ 平成２６年５月２７日

文責 堀内
甲府市立富竹中学校 電話 ２２８－０２５１ １／２

生徒総会開催！！ 役員が決まりました
５月２３日（金）に、本年度の第１回生徒総会が開催

されました。 平成２６年度の富竹中学校の各組織の役員が決ま
総会では、平成２６年度富竹中生徒会活動方針に活発 りました。それぞれの持ち場で、頑張ってくれるこ

な意見交換がされて、盛り上がった生 とと思います。
徒総会になり生徒会本部の提案通り承
認されました。 前期学級役員

今後、日常活動や富竹祭、委員会活 １年 １ 組 ２ 組 ３ 組
動・部活動が活発に展開されること 会 長 原 百合香 永冶龍之介 上田久利生
と思います。 副会長 仲嶋 駿 福沢 希実 桑本 拳汰
１．テーマ『 昇（のぼる） 』 鈴木 希 今宮 杏梨 田邉向日葵

～一つひとつの向上を～ 書 記 塩川 聖也 赤池 俊一 吉野 駿一
２．活動の柱（具体的取り組み） 小林 千花 宮川結美子 落合 理緒

柱１生活、環境の向上
～あいさつ、時間を意識して ２年 １ 組 ２ 組 ３ 組

居心地の良い学校をつくろう～ 会 長 長澤 亜美 神澤 伊吹 柳澤 祐輔
＊あいさつ運動、no チャイム day、 副会長 井上 翔夢 河手 優真 保坂 駿太

げたばこ点検など、環境活動への取り組み 伊藤あつき 本廣 悠 神澤 千春
柱２文化の向上 書 記 山本 雄大 阿部 佳樹 佐藤 竜司

～合唱を中心とした、誇れる文化を育てよう～ 中田 充咲 森本 柚希 佐藤 春郁
＊合唱練習、応援練習

柱３ふれあいの向上 ３年 １ 組 ２ 組 ３ 組
～ふれあいの輪をつくり、交流を広げていこう～ 会 長 渡辺 來夢 山本 啓太 早川 雅俊
＊富竹 clean day の実施、各ボランティア活動の 副会長 若林 俊平 渡辺 岬 立岩 泰昂

継続、たてわり活動の（ブロック活動）の充実 森 恵未果 山倉璃々衣 矢崎 佑香
書 記 山田 智 中山 善友 馬場 彰宗

長尾 彩美 塩野 愛梨 井下 美咲
川崎市 福田紀彦市長

給食視察ために来校 生徒会役員
会 長 永冶萌々香（３－３）

５月２日（金）に川崎市の福田紀彦市長をはじめ、川 副 会 長 清水 七輝（３－２）
崎市教育委員会教育委員長など教育関係者２８名が視察 吉野 彩希（３－１）
のため来校されました。 事務局長 梅田 美希（３－１）

川崎市では２０１６年度の中学校給食導入を目指し 事務局員 部活担当 五味 佑理（３－３）
て、実施手法の参考にするために食缶給食で温かい給食 原田 周（２－１）
が提供されている甲府市の中学校を視察することにな 委員会担当 堤 麻衣（３－２）
り、本校が視察先に選ばれたのです。生徒達も大勢の来 三枝 優美（２－３）
校者に少し驚いた様子でした。 報道担当 工藤萌々香（３－２）

視察では、給食搬入の様子から、生徒の準備・配膳・ 塩島 悠太（３－１）
食事・片付け・搬出の一連の流れを確認していかれまし 書記 堤 麻衣（３－２）
た。そして実際に温かくおいしい給食を召し上がり、教 塩島 悠太（３－１）
室では、親しく生徒に「好きなメニューは何ですか」な 会計 工藤萌々香（３－２）
どと話しかけておられまし
た。 ＰＴＡ役員

この後、民間の調理場を 本年度のＰＴＡ総会が５月１０日（土）に開かれ、
見学され、給食の保温性や ＰＴＡ役員が下記の皆様に決まりました。一年間よろ
安全面を確認し、今後の取 しくお願いいたします。また、会員の皆様のご協力も
り組みの参考にしていきた お願いいたします。
いとのことでした。

名誉会長 校長 堀内 学
会 長 ３年 今宮 茂則さん

山梨県テニス選手権大会 副 会 長 ３年 塩野 富恵さん
副 会 長 ３年 岩下 雅子さん

男子ダブルス 副 会 長 ２年 中込まい子さん
優勝 ３年清水 七輝 ２年保坂 駿太ペア 副 会 長 １年 雨宮まゆみさん

（関東中学生テニス選手権大会出場権獲得） 副 会 長 教頭 末木 良一
男子シングルス 会 計 ３年 神田 美緒さん

３位 ２年 保坂 駿太 幹 事 ３年 野沢 由美さん
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修学旅行 １年生宿泊学習
奈良・京都へ

１年生は、５月１８日（日）
５月１３日（火）・１４日（水） １９日（月）の２日間長野県

・１５日（木）の２泊３日の日程 伊那市高遠の国立信州高遠青
で奈良・京都への修学旅行が実施 少年自然の家で、学年・学級
されました。 の連帯感、信頼感などを育む

今回の旅行は、我が国の文化についての理解を深め 目的で宿泊学習を実施しまし
る機会とする。集団生活や自主見学などの活動を体験 た。
することで、協力・責任・思いやることの尊さを学ぶ 生徒は、１日目に千代田湖へのハイクを行い自然
場とする。集団の一員として社会性を身につけるとい を満喫しました。また、夜には学年生徒会が中心と
った生きる力を養う機会とする。ことを目的として実 なり夕べの集いを開き、キャンドルセレモニーやレ
施されました。 クレーションを楽しみました。

そのねらい達成のために、「東奔西走（古都を知り ２日目には班で協力してカレ
尽くそう！）」を学年スローガンにし、全員で協力し ーを作る飯ごう炊飯を行い、
充実した３日間を過ごしました。 みんなでおいしくいただきま

３日間は、天気に恵まれ、生徒た した。
ちはそれぞれの見学先で日本の歴史、 ２日間を通して、クラスや
伝統に触れ奈良・京都を満喫してき 学年の団結が強まるなどの成
ました。 果があり、これからの生活に活かしてくれると思い

この旅行の取り組みを通して、成 ます。
果が上がりましたが、また、課題も

多く見つかりました。今後この経験を生かし中学校生
活のまとめに向けて頑張ってくれることと思います。 甲府市選手権大会

４月下旬からの休日を使って県の選手権大会出
特別支援学級市内交流会 場のための予選である甲府市選手権大会が開か

れ、富竹中学校の選手も活躍しました。
特別支援学級市内交流会が４月２５日（金）に山梨 バスケットボール女子が４位と健闘し、６月１

大学附属特別支援学校で市内の中学校１０校の生徒と 日からの県大会出場権を獲得
附属支援学校中学校部の生徒と一緒に開かれ、本校か しました。県大会での活躍が
らもわかたけ学級の３名の生徒が参加し親睦を深めま 期待されます。また、バレー
した。当日は、参加者と一 ボールは、善戦をしましたが、
緒に歌を歌ったり、グルー 代表権の獲得はできませんで
プごとに自己紹介をしたり、 した。
またグループ対抗のゲーム しかし、その戦いぶりから
をして楽しいひとときを過 ６月の市総合体育大会での活躍が楽しみです。
ごし、多くの生徒と友だち
になることができました。 ６月の予定

１日（日）県選手権大会（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女子）－－－－
富竹オープンスクール ２日 (月）生徒会評議会､委員会 教育実習開始

（１日学校開放日） 市総合体育大会のための部活動強化旬間~12 日
４日（水）３校合同引き取り訓練

本校では、保護者・地域のみなさんに学校への ５日（木）２年内科検診
関心を寄せていただいたり、生徒の様子を見てい ９日（月）応援練習、眼科検診
ただきながら、学校・保護者・地域のみなさんと １０日（火）市総合体育大会選手壮行会
ともに学校づくりをしていきたいと考え、富竹オ １２日（水）金曜授業
ープンスクールとして１日学校開放日を設けてい １３日（金）第 63 回甲府市中学校総合体育大会
ます。是非お出かけいただき生徒の様子をご覧い 第１日（臨時休業日） －－－－
ただければ幸いです。 １４日（土）第 63 回甲府市中学校総合体育大会第 2 日 －－－

また、小学校６年生の児童や保護者の皆さんにも １６日（月）職員会議、眼科検診
ご案内を差し上げますので、来校して中学校の生活 １７日（火）短縮４５分 甲教協１５：００
の様子をご覧になっていただきたいと思います。 １９日（木）学校集会､富竹祭実行委員会

２１日（土）富竹オープンスクール(月曜授業)
日時：平成２６年６月２１日（土） 教育実習終了 ＰＴＡ役員会

８時２５分から１７時２０分 ２３日（月）富竹ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙのための繰り替え休日 －－－
内容：平常授業（各教室）１～６校時 学習強化週間～６／２９

清掃 ２５日（水）短縮４５分 校内研究会
帰りの会 （午後１年生福祉講話 ３０日（月）第２回定期テスト１日目
部活動 ２年生職業講話 ７／

３年生進路学習会予定） １日（日）第２回定期テスト２日目


