木津中だより

めざす生徒像
強い人
考える人
あたたかい人

相楽陸上6/7（金）男子総合優勝・女子総合３位・男女総合準優勝

【相楽陸上】紙面の関係上３位までの入賞者を紹介します。５位まで山城陸上へ
男子１年 100m ３位 廣口 峻介
女子２年 100ｍ ３位 小川 ことみ
男子共通 200m ２位 平井 サスケ
女子１年 800ｍ ３位 廣浦 杏
学校だより７月号 令和元年７月１日
男子共通 400m 優勝 浅津 一斗
女 子 共 通 80 0m ２位 中山 瑞佳
２位 寺崎 晃基
女子共通100mH 優勝 伊佐 乃亜
男子１年 1500ｍ ２位 植田 桜丞
女子共通四種競技 ３位 中西 凜
男子共通 走高跳 優勝 佐藤 弘一
女子低学年400mＲ ２位 伊佐・四方・尾関・小川
男子共通 三段跳 ３位 三浦 一也
５月に滋賀県大津市と神奈川県川崎市で園児と児童が大切な命を
男子共通 砲丸投 ３位 浜辺 恵吾
亡くす、痛ましい事故・事件が連続しておきました。
男子共通四種競技 ３位 山岡 直生
皆さんに今一度、登下校時等の注意喚起をします。
男子低学年400mＲ ２位 辰巳・廣口・石橋・合原
通学路の危険といえば、車やバイク、自転車などによる交通事故が挙げられます。
男子共通400mＲ 優勝 寺崎・浅津・武本・佐藤

交通事故と不審者に対する安全対策

車と歩行者の距離が近くなるほど、接触事故が発生する可能性は高まるため危険
です。
木津中学校区の通学路は、「歩道が狭く、人が車道にはみ出しやすい通学路」
として認識し気を付けなくてはなりません。さらに、ガードレールがない歩道は交
通事故が発生しやすいだけでなく、車に連れ込まれる可能性があるため注意が必要
です。「車道にはみ出さないこと」
「車の動きに注意すること」を心がける事が大切
です。
不審者に対する安全対策
[1]なるべく1人にはならず、友人と登下校を共にする
[2]知らない人には絶対についていかない
[3]危険と感じたら大声を出し、すぐに走って逃げる
[4]防犯ブザーを身に付ける
登下校等には、ルールとマナーをしっかり守り常に安全を意
識しましょう。
1年生交通安全教室

今年で４年目の取組になる木津中学校区内の４小中学校で一斉に行う「あい
さつ運動」。今年は６月19日に第１回目を実施し多くの保護者、地域の方々に
ご参加いただきました。
木津中学校区児童生徒の多面的な安全確保のため、あいさつ運動、登下校時
の見守り等ご協力をお願いします。

相楽地方総合体育大会 ７月20日（土）21日（日）
団体戦は上位２校が、７月25日、26日に実施さ
れる山城大会に出場します。一つでも多くの部が上
位大会に進出できるよう応援しています。陸上競技
は、相楽・山城を突破した選手が７月28日、29日に
行われる京都府大会(西京極陸上競技場）に出場し
近畿・全国を目指します。また吹奏楽部は、８月
２日に京都府吹奏楽コンクール（京都コンサートホ
ール）で「金賞」目指し頑張ります。
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20日：会場
木津南中学校

ソフトボール

木津中学校

バレーボール

山城中学校

20日：試合時刻
１１：００
９：３０
８：５０

バスケットボール男子

むくのきセンター

１０：５０

バスケットボール女子

むくのきセンター

１２：１０

ソフトテニス男子

精華西中学校

ソフトテニス女子

精華西中学校

サッカー
剣

道

バドミントン

【山城陸上】６位まで京都府陸上へ
男子共通 400m ５位 浅津 一斗
７位 寺崎 晃基
男 子 １ 年 1 5 0 0 m ６位 植田 桜丞
男子共通 110ｍＨ ７位 武本 翔聖
男子共通 砲丸投 ８位 浜辺 恵吾
男子共通 四種競技 ４位 中畠 崚佑
男子低学年400mＲ ６位 辰巳・山中・石橋・合原
男子共通400mＲ ８位 寺崎・浅津・武本・佐藤

女子２年 100ｍ
女子共通 800ｍ
女子共通 100mH
女子低学年400mＲ

８位
４位
４位
２位

小川
中山
伊佐

ことみ
瑞佳
乃亜

伊佐・四方・尾関・小川

７月行事予定

ＰＴＡとともに「あいさつ運動」

※試合時間は目安です。各会場、路上駐車や
近隣店舗駐車は大変な迷惑になりますので
ご遠慮ください。

山城陸上6/15（土）男子総合11位・女子総合９位・男女総合10位

９：００
９：００

泉川中学校

１１：４０

木津中学校

９：１５

精華西中学校

８：５０

日 曜
学校行事等
日 曜
学校行事等
１ 月 2年職場体験事前訪問 3年人権学習 17 水
２ 火 2年職場体験事前訪問予備日 3年国際理解教育
18 木 給食終了、学年集会
３ 水
19 金 終業式、総体・コンクール壮行会
４ 木 2年職場体験①
20 土 相楽地方総合体育大会①
５ 金 2年職場体験②
21 日 相楽地方総合体育大会②
６ 土
22 月 相楽地方総合体育大会③予備日
７ 日
23 火
８ 月
24 水 木津中ブロック特別支援夏季交流会
９ 火 3年薬物乱用防止教室
25 木 山城地方体育大会①
10 水 3年6校時研究授業
26 金 山城地方体育大会②
11 木 1年非行防止教室
27 土 山城地方体育大会予備日
12 金
28 日 京都府陸上①
13 土
29 月 三者面談(～8/2日まで）
14 日
京都府陸上② 京都府大会①
15 月 海の日
30 火 三者面談②
京都府大会②
16 火
31 水 三者面談③
８月の予定 (各学年の補習など詳細は夏休みの予定を参照）
7/２９（月）～8／２日（金）三者面談
8/１０（土）～16日（金）学校閉校日
8/２（金）１３:３０～京都府吹奏楽コンクール
8/1７（土）～全国大会（近畿地方）
8/５ （月）～近畿大会（滋賀県）
8/27（火）二学期始業式

