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最高の思い出と感謝の気持ちでいっぱいの体験学習   校長 中嶋 信啓 

岐阜県のまん延防止等重点措置が解除されたために、延期さ

れていた修学旅行、漁村体験学習、ふるさと学習を実施しまし

た。３年生は、山梨県本栖湖のカヌー体験、富士急ハイランド

での班活動、富士サファリパークの見学を行いました。見学場

所、食堂やホテルなどがしっかりとした感染予防対策を取って

くださっていたために、安心して活動することができました。

２年生は福井県小浜市で漁船クルージング、シーカヤック体

験、箸研ぎ、鯛釣り・鯛さばきなどを行いました。こちらも、

民宿などがしっかりとした感染予防対策を取ってくださって

いたために、安心して活動することができました。１年生は多

治見市内の美術館などの施設をグループで見学しました。路線

バスを使っての見学だったために迷ってしまい、予定通り回る

ことができないグループもありましたが、多治見市の施設や文

化を自分の目で見て学習することができました。 

各学年それぞれの活動の中で仲間のよさを再発見すること

もできました。そして、一番の成果は、この活動を支えてくだ

さった多くの方への感謝の気持ちをもつことができたことで

す。延期したために、何度もお弁当を作ってくださった家族や

活動ができることを自分のことのように喜んでくださった地

域の方、何度も学校の相談にのってくださった教育委員会や旅

行会社の方々など、本当にたくさんの方々にお世話になりまし

た。ありがとうございました。 

さて、夏休みに入りますが、新型コロナウイルス感染症の脅威はまだまだ続きます。しかし、昨年度と違い中体

連やかさはらいこまい祭のボランティアなど生徒たちの活躍の場が設けられています。生徒、保護者、地域、関係

団体のみなさんで協力しながら、安全で思い出に残る行事が行われることを期待しています。 

【親育ちコーナー】 親子で「楽しく」体を動かそう！   保健センター 

みなさん、「たじみ健康ハッピープラン」をご存じでしょうか？ 

多治見市では、平成29年に多治見市民健康調査を実施し、その結果から明確になった健康課題の達成に向けて、各年

代に目標値と行動計画を設定しています。その中で、「毎日60分以上の外遊びをする子どもの割合を増やす」「子どもの

健全な成長にとって、毎日60分以上の外遊び・運動・スポーツが大切であることを知っている人の割合を増やす」とい

う目標があります。そこで、保健センターでは、親子で運動する機会を設けるために、多治見市内の各地区で乳幼児の

親子向けに「親子さんぽ」を実施しています。参加者からは、次のようなお話をいただきました。 

「親子さんぽを通じて、子どもの頑張りや、成長を感じることができた。」「子どもの興味のあることを新たに知るこ

とができた。」「普段の道でも子どもの目線に立って散歩することで新たな発見があり親自身も楽しむことができた。」 

兄弟に乳幼児期のお子様がいらっしゃる方はぜひ参加してみてください。 

幼い時期に運動の習慣をつけることは、健全な発育を促すことに加え、生涯にわたる健康習慣を身に付けることにな

ります。また「楽しく」が習慣化させるポイントです。おさんぽだけでなく、みなさんのご家庭に合った方法で、親も

子も「楽しく体を動かす」ことを実践しましょう 

 お知らせ  

1. 9 月 5 日（日）は、第 2 回小中合同資源回収です。7 月の資源回収でも、たくさんの資源を回

収いただきました。9 月も笠原の子どもたちのために、ご協力をお願いいたします。 
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2. 熱中症への対応をお願いします。 

(ア) 水分補給（必ず水筒を持たせてください）。 

(イ) 帽子・日傘（雨傘でも効果があります。）の積極的な活用。 

(ウ) 登下校中に休憩できる場所（日陰で休むことができる場所）を見つけて休憩・給水する。  

(エ) 食事（特に朝食）・睡眠・適度な運動・規則正しい生活。  

(オ) 2m 以上離れればマスクを外す。 

 8・9 月の主な行事予定  

7&8 月 9 月 

20 日（火） 全校集会 15:30 9/1（水） 家庭生活学習アンケート 16:30 

21 日（水） 夏季休業（8 月 26 日まで）  2 日（木） SSW 16:30 

22 日（木） 海の日  3 日（金）  16:30 

7 月 22 日（木）から 8 月 1 日（日）にか

けて、岐阜県内各地で中体連岐阜県大

会が実施されます。 

4 日（土） 市科学作品展（5 日まで）  

5 日（日） 小中合同資源回収  

6 日（月） MSJ 挨拶運動 15:30 

7 日（火） 体育大会練習 16:30 

8 日（水） 体育大会練習 16:30 

9 日（木） 全校練習 16:30 

23 日（金） スポーツの日  10 日（金） 体育大会練習 16:30 

26 日（月） 吹奏楽可茂東濃地区大会  12 日（日） 小中合同資源回収予備日  

31 日（土） かさはらいこまい祭  
13 日（月） 

MSJ 挨拶運動 体育大会

練習 
15:30 

8/1（日） かさはらいこまい祭  

5 日（木） 連合生徒会  

14 日（火） 

全校練習  体育大会準備 

テント設営 後期生徒会選

挙公示 

16:30 6 日（金） リモート登校日 9:00～  

8 日（日） 山の日  

8 月 8 日（日）～16 日（月）は、学校閉

校日です。学校への連絡は緊急携帯電

話（070-3116-8284）へ連絡して

ください。 

15 日（水） 
笠原中学校体育

大会【給食あり】 
14:30 

16 日（木） 
体育大会予備日【給食】 

3 年 15:30 下校 SSW 
16:30 

17 日（金） 
諸活動の記録提出  選挙

に向けた心構え 
16:30 

19 日（日） ノーテレビノーゲームデー  

20 日（月） 敬老の日  

9 日（月） 振替休業日  

21 日（火） 

MSJ 挨拶運動  いじめア

ンケート 冬服移行期間開 

2 年生陶磁器フェスティバ

ル見学（午後） 

16:30 
15 日（日） ノーテレビノーゲームデー  

22 日（日） 笠原校区愛校作業  

27 日（金） 
MSJ 挨拶運動  全校集会 

前期期末テスト① 
14:05 

22 日（水） 
3 年生実力テスト 後期生

徒会立候補受付 SC 
16:30 

30 日（月） 
MSJ 挨拶運動  前期期末

テスト② 
14:05 

23 日（木） 秋分の日  

31 日（火） 生徒会委員会 16:30 24 日（金） 命を守る訓練 司書 16:30 

★8 月 6 日（金）は、午前 9:00 から「リモート登校

日」が行われます。生徒の皆さんは、タブレットを使

って、担任の先生からのお話が聞けるように準備

をして待っていてください。 

27 日（月） MSJ 挨拶運動 15:30 

28 日（火） 生徒会委員会 16:30 

29 日（水） SC 16:30 

30 日（木） 
2年職場体験学習 1年笠

原の森樹林整備 
16:30 

 


