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■吹奏楽部サンドスクエアコンサート

■北部十勝中学校夏季大会 開催

７月２２日（水）吹奏楽部によるミニコンサートが本校
のサンドスクエアを会場に行われました。中庭コンサート
に次ぐ２度目の開催ですが、今回は、よりオープンな会場
を求めて校舎東側の屋外会場で実施しました。
当日は、この週末に行われた北部十勝中学校夏季大会に
向けた壮行会も兼ね、
「応援ソングメドレー」や「風にな
りたい」などの楽曲が演奏されました。

新型コロナウイルス感染症の影響で中止とな
った春季・夏季中体連大会の代替大会として標
記大会が実施されました。３年生は、この大会
が実質的に中学校生活最後の公式戦となる選手
がほとんどです。その思いの丈をぶつけ、どの
競技、どの会場でも最後まで粘り強い、熱い戦
いが繰り広げられました。
＜大会結果＞
○野球部 ＜第３位＞
音更中 ０－５ 士幌町中央中
音更中 ８－１ 駒場・上士幌中
音更中 ４－３ 共栄中
○サッカー部 ＜第５位＞
音更中 ０－６ 下音更中
音更中 １－４ 緑南中
音更中 １－４ 共栄中
音更中 ０－６ 士幌・上士幌中

■ボディパーカッション講習会
８月３日（月）
、全校参観日「音中祭(10/3)」に向けた
取組の準備として、ボディパーカッション講習会を実施し
ました。講師に大垣内英伸さん（札幌交響楽団打楽器奏
者）をお迎えし、５時間目は、３年生の学年音楽を体育館
で実施、放課後は合唱委員と先生方向けに「指導のポイン
ト講習」を行いました。
専門家のアドバイスに耳を傾け、生徒達も先生方も本番
に向けてのモチベーションを向上させることができまし
た。

○男子ソフトテニス部
団体戦 優 勝 音更中Ａ
第３位 音更中Ｂ
個人戦 優 勝 竹成佳太郎・中舎晃良ペア
第３位 坂下慶至・池田光佑ペア
○女子ソフトテニス部
団体戦 第３位 音更中Ａ
予選 L 敗退 音更中Ｂ
個人戦 第３位 鎌田千尋・森田ひかりペア
○卓球部
男子団体 準優勝
第３位
女子団体 準優勝
男子個人 準優勝
第３位
女子個人 準優勝
第３位

音更中Ｂ
音更中Ａ
音更中Ａ
下川原 羽琉
河江 公庸
西内 美夏
川口 美侑

○バレーボール部 ＜予選Ｌ敗退＞
音更中 ０－２ 下音更中
音更中 ０－２ 緑南中

＜大会結果＞
○陸上競技部
＜サーキット第１戦＞ 7/18・19
男子４００ｍ
第４位 山本
３０００ｍ
第６位 中川
走幅跳
第５位 柴田
女子 走幅跳
第４位 野村
同
第７位 西川

一晴
敬達
亘
心葉
想乃

事業計画
・７／１７ 第１回広報部会
・１０／３ 音中祭写真撮影
・１１／１９第２回広報部会
・３／１３ 雄飛第８９号発行(３年)
３／２４ 雄飛第８９号発行(１・２年)

＜体育・施設部＞
＜サーキット第２戦＞ 7/23・24
男子８００ｍ
優 勝 山本
走幅跳
第５位 柴田
女子８００ｍ
第７位 前垣
走幅跳
第３位 野村
同
第６位 西川

一晴
亘
百来
心葉
想乃

■ＰＴＡ運営委員会
７月１７日（金）に令和２年度のＰＴＡ運営委員会
が開催されました。新型コロナウィルス感染症対応の
ため全体会は開催せず、各部会のみの開催となりまし
た。今年度については、多くのＰＴＡ活動を中止する
ことや、今後の感染状況等の様子を見ながら活動を進
めていくことが確認されました。
会員の皆様におかれましては、何とぞご理解とご協
力のほどをよろしくお願い致します。

【各専門部計画】 ＊敬称略
＜総務部＞
部 長 小野 修一（２Ｃ）
副部長 中川 真史（３Ｂ）
部 員 藤田 宣子（１Ａ）東海林加奈（１Ｂ）
佐野 恵美（１Ｃ）古田 真里（２Ａ）
小高 洋子（２Ｂ）越智 貴子（２Ｃ）
瀬谷 智恵（３Ａ）
事業計画
・７／１７ 第１回総務部会
・（中止） 十勝管内ＰＴＡ研究大会参加
・（中止） ＰＴＡ夏の交流会
・１２／６ 「おとふけ教育を考える日」記念フェスタ参加
・２月上旬 第２回総務部会
・後日判断 ＰＴＡ教職員送別会

＜広報部＞
部 長 荻野 慎司（１Ｂ）
副部長 水野 美香（１Ａ）
部 員 石川 陽子（１Ｂ） 國兼 千枝（１Ｃ）
澤田 純恵（２Ａ） 平原真由美（２Ｂ）
西谷 香里（２Ｃ） 大風 奈那（３Ａ）
遊塚 恵子（３Ｂ）

智（２Ａ）
部 長 髙橋
副部長 山口 隆弘（１Ａ）
部 員 鈴木 政尋（１Ｂ） 脇坂カオリ（１Ｃ）
清野 朋代（２Ａ） 山本 佳代（２Ｂ）
八幡 明美（２Ｃ） 石丸 喜久（３Ａ）
菊池 雅宏（３Ｂ）
事業計画
・（中止） 雑木処理
・（中止） 体育祭前日準備・片付け作業
・（中止） ＰＴＡレク
・３月中旬 融雪剤散布

＜生活部＞
部 長 田中 美保（１Ｃ）
副部長 西内 彰子（３Ａ）
部 員 一色由梨香（１Ａ） 今野奈々絵（１Ｂ）
大下まり子（１Ｃ） 渡辺 美鈴（２Ａ）
山口 杏奈（２Ｂ） 清水 裕美（２Ｃ）
田沼かおり（３Ｂ）
事業計画
・９／２３～１０／１３ 校区安全パトロールⅠ期
・１／１８～２／１９
校区安全パトロールⅡ期
・１０／１ 下校指導
・１／２２ ＩＴ講演会

＜学年部＞ ＊◎学年委員長、○学年副委員長
部 長 市山 奈巳（２Ａ）
１学年◎佐藤 幸代（１Ａ） 中井 美香（１Ａ）
飯山 裕子（１Ｂ） 河村 明子（１Ｂ）
○細井
歩（１Ｃ） 武藤亜佐子（１Ｃ）
２学年 後藤 恭子（２Ａ） 東口 深雪（２Ａ）
佐久間比呂美（２Ｂ）前垣美智子（２Ｂ）
◎池田麻紀子（２Ｃ）○木戸亜衣子（２Ｃ）
３学年 櫻井 東子（３Ａ）◎千葉 順子（３Ａ）
小原
歩（３Ｂ）○三浦 道子（３Ｂ）
事業計画
・１０／１２ １年進路学習会
・１０／１６ ２年進路学習会
・１１／４
３年進路説明会（共催）
・２月上旬
学年部反省会（アンケートにて）
・後日判断
３年卒業を祝う会

