
 

 

 

 

 

 

 

新しい時代の幕開け             校長  栗 田 智 則 
 

中学校に植えられているメタセコイアの木が、新緑まぶしい葉をつけています。陽射しも徐々に

強くなってきて、池の鯉たちも活発に泳ぎ始めています。5 月 17 日（金）に開催した体育大会では、

多くの保護者・地域の方々に来校していただき、熱心に競技に取り組む子どもたちの勇姿を温かい

まなざしで応援していただきました。改めて感謝を申し上げます。 

さて、天皇の即位に伴い、元号が令和になりました。その令和の由来となった万葉集「梅花
ば い か

の歌」

（初春の令
れい

月
げつ

にして、気
き

淑
よ

く風
かぜ

和
やわら

ぎ、梅は鏡前
きょうぜん

の粉
こ

を披
ひら

き、蘭は珮後
は い ご

の香
こう

を薫
かおら

す）から、記者発表され

た内容によれば「春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人ひとりが明日への希望と

ともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる。そうした日本でありたいとの願いを込めて

決定した」とあります。戦争のなかった平成の時代、平和の大切さをいつの時代になっても追求し

ていきたいと改めて感じたのは、決して私だけではないと思います。UNESCO ユネスコ（国際連合教育

科学文化機関）は、人類が二度と戦争の惨禍を繰り返さないようにとの願いを込めて、国際連合の専門

機関として創設されました。そのユネスコ憲章の前文には「戦争は人の心の中で生まれるものであ

るから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」とあります。令和の時代は、明日へ

の希望の花を咲かせて、心の中に平和の砦を築きたいものです。 

 先月４月に夢の広がるニュースがありました。小惑星探査機「はやぶさ２」

が C 型小惑星りゅうぐうに、約 10m のクレーターを作る世界初の実験に成功

したと、JAXA（宇宙航空研究開発機構）が発表しました。太陽系誕生の謎の解明を

するために「はやぶさ２」の活躍が期待されています。小惑星には、地球等の大きな惑星では既に

失われているといわれる太陽系が生まれた頃の痕跡が残っているとみられています。私たちの知ら

ない物質が小惑星りゅうぐうにあるかもしれません。また、イベント・ホライズン・テレスコープ

の研究チームは、世界 6 か所で同時に行われた記者会見において、巨大ブラックホールとその影の

存在を初めて画像で直接証明することに成功したことを発表しました。イベント・ホライズン・テ

レスコープは、地球上の 8 つの電波望遠鏡を結合させた国際協力プロジェクトで、ブラックホール

の画像を撮影することを目標としているそうです。今回観測に使用された望遠鏡は、APEX（チリ）、

アルマ望遠鏡（チリ）、IRAM30m 望遠鏡（スペイン）、ジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡（米

国ハワイ）、アルフォンソ・セラノ大型ミリ波望遠鏡（メキシコ）、サブミリ波干渉計（米国ハワイ）、サブ

ミリ波望遠鏡（米国アリゾナ）、南極点望遠鏡（南極）の８つだといいます。そして、今回撮影されたのは、

おとめ座銀河団の楕円銀河 M87 の中心に位置する巨大ブラックホールとのことで、このブラックホ

ールは、地球から 5500 万光年の距離にあり、その質量は太陽の 65 億倍にも及ぶそうです。 

 宇宙飛行士の向井千秋さんは「挑戦することを称賛する文化の強さ」を米国の宇宙開発を間近に

見て感じたといいます。令和という新しい時代の幕開け。グローバルな視点を大切にして一人ひと

りのチャレンジ精神を思う存分に発揮できるように、希望をもって生活していきたいものです。 
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◇体育大会を終えて                   担当 山口 翔 
 

スローガン「On Your Mark～勝利の道を突っ走れ～」 

１週間前まで雨の予報も、当日は生徒の体育大会に対する想いを映すかのよう

な晴天となり、無事に５月 17 日に体育大会が開催されました。 

一年生の皆さん、釜利谷中学校の体育大会はいかがでしたか。初めてのことばかりで不安なこと

も多い中、一生懸命取り組む姿は素晴らしかった。そして「赤組がんばれ！」「白組がんばれ！」と

大きな声で応援する姿には感動しました。本部までしっかり聞こえていました。二年生の皆さん、

二回目の体育大会はいかがでしたか。競技だけでなく委員会の活動も積極的に取り組む姿勢は心強

かったです。来年度の体育大会が楽しみです。三年生の皆さん、最後の体育大会はいかがでしたか。

さまざまな想いがあると思いますが、事前準備、当日運営、競技すべてにおいて最高学年としての

姿を見せてくれました。 

全力で取り組む姿は人に感動を与えること。そして、今までの釜利谷中学校の伝統を引き継ぎな

がらも、よりよい体育大会にするために新たな挑戦をすること。この二つをテーマに準備期間も短

いなか、体育大会実行委員を中心に各委員会、部活動と共に取り組みました。この二つは体育大会

に限ったことではないと思います。皆さんが得た経験も含め、今後の学校生活に活かしてくれたら

嬉しいです。 

最後になりますが、お忙しい中、足を運んでくださった地域・保護者の皆さまに感謝申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

＜体育大会生徒実行委員長の閉会式でのあいさつ＞ 

私たちを応援するかのように天気予報が雨から曇り、そして晴れに変わりました。 

一年生は初めての体育大会。中学校に入学してから一カ月ほどで大きな行事を迎えましたが、クラスで団結

することはできたでしょうか。二年生は二回目の体育大会。一年生のお手本となり、去年より成長することは

できたでしょうか。そしてまた来年も成長して、最高な体育大会を作ってください。三年生は最後の体育大会

でした。一年生から積み上げてきたものを存分に発揮することは出来たでしょうか。きっとそれぞれが全力を

出し切り達成感を味わえていることと思います。どの学年も誰一人として欠けることなく団結できたと思いま

す。そして、今回のスローガンは「On Your Mark～勝利の道を突っ走れ～」でしたが、勝利に向かって仲間

と支え合っていたことも感動的でした。 

今回の体育大会は新しい試みがたくさんあり、より充実したものになったと思います。去年に増して活気あ

ふれたものになり、学校全体で素晴らしい思い出が作れたことを嬉しく思います。 

このような体育大会にすることができたのは、今日まで私たちのことを応援してくださった地域の方々、ご

来賓の皆さま、保護者の皆さま、いつもそばで支えてくださった先生方、体育大会の運営に協力してくれた委

員会の皆さん、そして今ここにいる釜利谷中学校の生徒の皆さんのおかげです。 

これから結果発表がありますが、嬉しい結果、悔しい結果とそれぞれの気持ちがあると思います。ですが、

結果だけにとらわれのではなく、自分が最後までやり切ったこと、クラスの仲間と協力したことに誇りも持ち、

良いところは維持、納得いかないところはリベンジできるよう、これからの学校生活や行事で活かしていきま

しょう。 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇令和元年度 「おやじの会」始動しました 
 

５月 11 日（土）校舎裏の畑を耕して、サツマイモの苗を植えました。当日、部活動で練習をして

いたサッカー部の３年生がお手伝いをさせていただきました。約２時間で 300 株の苗を植えること

ができました。今後は、9 月に「流しそうめん」12 月に「餅つき＆焼き芋大会」を計画しています。

開催のご案内をいたしますので、おやじのみなさんの参加を心よりお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで協力 



◇同窓会総会を行いました 
 

 5 月 10 日（金）18 時より同窓会総会を行いました。決算報告の承認とあわせて、現会長である

第 1 期生の小阪美穂様に、引き続き同窓会会長としてお務めいただくことが承認されました。 

毎年同窓会から卒業生に対して、卒業記念品を贈呈していただいております。また、創立 30 周年

の際には体育館ステージの緞帳と紅白幕を、記念品として贈呈していただきました。（HP に掲載）

参加をした皆さまと、同窓会発足までの経緯や今後の在り方とともに、同窓会からの発信を改めて

することなども話し合われました。また、釜利谷中学校の創立当時からの昔話にも時を忘れて話し

込んでしまいました。保護者の皆さまの中にも、多くの同窓会員（本校卒業生）がいると思います。

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

◇ 部活動の大会記録（5 月 24 日現在）  

  ☆陸上競技部      県選手権大会   女子走高跳  ４位  

                       女子砲丸投 １１位  

                       男子 1500m １５位  

☆卓球部        市春季大会    男子団体戦 準優勝   

  ☆野球部        市春季大会    ベスト 16 

  ☆サッカー部      市長旗争奪サッカー大会 市中体連予選 ベスト 16（B ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｽﾄ４） 

  ☆女子バレーボール部  県選手権大会横浜地区予選 ベスト 32（県選手権大会出場決定） 

 
 
◇６月の主な予定                    
 
05 月 27 日（月）内科検診３年 

05 月 28 日（火）内科検診２年 

05 月 29 日（水）内科検診１年 

05 月 30 日（木）部活動なし 

05 月 31 日（金）開校記念日  PTA 総会 16:00 於:図書室 

06 月 02 日（日）開港記念日  3 年修学旅行 北海道ニセコ（～6/4） 

06 月 03 日（月）１年校外学習 

06 月 04 日（火）２年校外学習 

06 月 05 日（水）３年代休 部活動なし 

06 月 07 日（金）進路説明会３年 

06 月 10 日（月）生徒総会 

06 月 11 日（火）眼科検診① 

06 月 12 日（水）眼科検診② 

06 月 14 日（金）学校懇話会 

06 月 19 日（水）期末テスト（～21 日） 

06 月 21 日（金）釜利谷中学校ブロック学校・家庭・地域連携事業実行委員会 

06 月 26 日（水）国際平和スピーチコンテスト 区予選 
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みんなで協力 


