みつめあい 語り合い 躍動する PTA ～子どもは親の姿勢を見ている～
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第３２回体育会無事に終了しました☆彡
予定されていた 5/28（日）は、雨天のため、途中で中止となって、6/2（木）に
順延されました。
6/2（木）は晴天に恵まれて、子ども達も日々の練習の成果をしっかりと発揮し、
一生懸命に頑張る姿に元気をもらえた保護者も多かったと思います。
☆おやじの会と有志の皆様のたくさんのご協力により、事前のテント立てから
雨の中での駐車場の誘導、後片付け等スムーズに終えることが出来ました。本当にありがとうございました。
★最前列にテントを建てられると、競技を見辛くなるという意見を多数いただきました。気持ちよく応援できる体育会にし
たいと思っています。ご協力お願い致します。

地域懇談会
<< 経過報告と今後の予定 >>
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土曜授業日（参観）
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フラワーサークル
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地域懇談会
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体育会予行会
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第２回フラワーサークル
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3 年高校出前講座
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第 32 回体育会
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早寝・早起き・朝ごはん
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役員会
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運営委員会
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PTA 高校見学会

啓発講習会

あいさつ運動はじまりました

7 月 1 日（金） 19：30～
壱岐丘中学校体育館
保護司さんをお迎えして地
域や子どもの話など意見交
換できたら…と思っています。
地域委員より

体育祭の日に設置した
熊本地震の募金は￥4,554 円でした。
ご協力ありがとうございました。
なお引き続き 6/25（土）の参観の時にも
設置させていただきます。

今年度も保護者の皆様にご協力いただき、あいさつ運動が始まりました。朝のお忙しい時間帯で、お仕事等の都合もあ
ると思いますが、よろしくお願いいたします。

６月当番

7 月当番

✿6/13（月）3-1 伊藤・岸原・蔵前・中瀬・永田

✿7/4 （月）3-2 岩熊・内田・角田・加藤・児玉

✿6/16（木）3-1 原・樋口敬・廣瀬・松尾・柳田

✿7/7 （木）3-2 田中・野田・稗田・古川・蒔田

✿6/20（月）3-1 山内・山川・山下・岩井・桑木野

✿7/11 （月）3-2 元木・庄野・池田・大川・大橋

✿6/23（木）3-1 川野・崔・志田・髙吉・中田

✿7/14 （木）3-2 岡本・川﨑・栗巣野・小嶋・郷原

✿6/27（月）3-1 南木野・西島・樋口・松本・水田
✿6/30（木）3-1 牟田・森 3-2 井上・今泉
※当日の都合がつかない方は、ご都合の良い日にご参加下さい
※あいさつ運動日誌は、参加された方全員ご記入下さい

バスケットボール部（男子）
顧問：梶原先生（末永先生）
部員：15 名（1 年：7 名、2 年：8 名、3 年：0 名）
今年の目標：中総体、区大会で二勝する
顧問の先生から：凡事徹底。あたり前のことをあたり前
に。簡単なようで難しい。
「良い習慣は才能を超える」こ
の言葉を胸に日々活動しています

バスケットボール部（女子）
顧問：山田先生（末永先生）
部員：11 名（1 年：5 名、2 年：3 名、3 年：3 名）
今年の目標：中総体で市大会ベスト 8 に入ること。
そのためにあたり前のことをあたり前にできるようにし
ていきます
顧問の先生から：凡事徹底。あたり前のことをあたり前
に。簡単なようで難しい。
「良い習慣は才能を超える」こ
の言葉を胸に日々活動しています

野球部
顧問：中川先生・田中先生
部員：17 名（1 年：6 名、2 年：5 名、3 年：6 名）
今年の目標：中総体での九州大会出場を目標にして、日々
の練習に取り組んでいます。全員が全員を信頼し合える
ようなチームワークを作っていこうと思っています。
顧問の先生から：今、君たちが野球をできていることに
感謝の心を持ち、一戦一戦、目の前の試合を闘っていこ
う。

バレーボール部（女子）
顧問：坪井先生・吉野先生
部員：11 名（1 年：7 名、2 年：3 名、3 年：1 名）
今年の目標：今年は 1 年生もたくさん入部し、壱岐丘と
して試合が出来るので、楽しく、でも真面目に市大会出
場を目指してがんばります。
顧問の先生から：技術・体力だけでなく人間力を育て、
見ている人に感動を与えることのできるチームを目指し
ます！

ソフトテニス部（女子）
顧問：沖先生（末松先生・中村先生）
部員：20 名（1 年：3 名、2 年：10 名、3 年：7 名）
今年の目標：限界突破！～笑って終われる中総体にする
～というスローガンのもと 20 人という少ない人数で私た
ちは今、変わろうとしています。今年の目標は何事にも
全力で頑張れる部活動になることです。
顧問の先生から：部員 1 人 1 人が全力で日々の練習に取り
組んでいる部活動です。あいさつ・マナーにおいて福岡市
の規範となれるように頑張ってほしいものです。１人 1 人
の得意技は笑顔です。

ソストテニス部（男子）
顧問：宗先生（末松先生・中村先生）
部員：30 名（1 年：10 名、2 年：11 名、3 年：9 名）
今年の目標：市大会優勝
顧問の先生から：
「人に喜ばれる部員」を目指し、ソフト
テニスを通して社会性を養っていきたいと考えていま
す。

サッカー部
吹奏楽部
顧問：稲益先生・納富先生・原先生
部員：48 名（1 年：11 名、2 年：23 名、3 年：14 名）
今年の目標：前年度よりもすばらしい壱岐丘サウンドを
つくる！
元気なあいさつなどで表現できる部の雰囲気をつくる！
顧問の先生から：個人練習が多いので、くじけそうにな
るときもあると思いますが、すばらしい音づくりのため、
部員一丸となってがんばっています。

放送部
顧問：山口先生・松本先生・岩佐先生
部員：12 名（1 年：2 名、2 年：6 名、3 年：4 名）
今年の目標：明るくさわやかな放送を心がけよう
～放送技術のレベルアップ～
顧問の先生から：昨年末に 2 年生の部員が増え、外周を
走ったり、活動日を増やしたりして、放送技術のレベル
アップを目指しています。明るくさわやかな放送で学校
を明るくしてほしいです。

顧問：北岡先生・田﨑先生
部員：37 名（1 年：18 名、2 年：12 名、3 年：7 名）
今年の目標：市大会出場
顧問の先生から：技術の向上もさることながら、人とし
て大きく成長してほしいと考えています。

顧問の先生方、お忙しい中
ご協力ありがとうございました

地域からのお知らせ
✿生ごみ堆肥づくり講座
7 月 30 日（土） 13：30～15：30
✿第 7 回緑のカーテンコンクール
参加申し込み期限 8 月 15 日（月）
詳しくは壱岐南公民館にお尋ねください

