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正しく恐れる 賢く生活をする                
校長  栗 田 智 則 

梅雨に入り、すっきりしない天気が続きます。過日、大雨特別警報が九州地方や中部地方の各県

において発出され、命を守る行動をとるように警戒が呼びかけられました。熊本県球磨川の氾濫を

はじめ各地で甚大な被害となり多くの犠牲者が出ました。被災された皆さまならびにそのご家族の

皆さまに心よりお見舞いを申し上げますとともに、皆さまの安全と被災地の一日も早い復興をお祈

り申し上げます。中学校では、7 月 1 日より段階的な教育活動再開第三期に入りました。すでに、

一斉授業や昼食が再開されていますが、第三期からは部活動が再開しました。しばらくは週３日に

活動を制限しながら、活動する感覚や体力の回復を図っていきます。グランドや体育館に響く掛け

声を聞いたり、ボールを投げたり蹴ったりする姿や走る姿を見たり、校内に響く楽器の音色を聴い

たりしていると、少しずつ着実に学校の教育活動が戻りつつあることを実感します。８月には、運

動部に所属する３年生の節目となる場をつくるために、区内近隣校との交流試合（合同練習）が各

競技で計画されています。市大会、県大会、関東・全国大会は開催されませんが、最後の試合を思

い出に残るものとできるよう応援したいと思います。 

「新たな日常」について、新潟大学特任教授が触れた文章を読みました。『世界保健機関（WHO）

は、新型コロナウィルスは消滅しない可能性があり、長期間にわたって共存する覚悟が必要である

との見方を示した。新型コロナウィルスは、無症状でも感染する可能性があるウィルスであること

がわかってきた。このため、いつ流行の第２波が起きてもおかしくない状況は続いている。「新たな

日常」とは、感染症と共存していくことであり、私たちが目指すべきは「感染者ゼロ」ではなく、「感

染を大流行させない」「感染爆発を起こさせない」ことであるとの意識をもつことが重要である。私

たちは、正しい情報をもとに、過度に恐れることなく、これまで通り、身体的距離の確保、マスク

の着用、手洗いの励行という基本的な感染予防対策を実践しながら、前向きに日常生活を再開して

いきたい。』とありました。学校では、昼食前のハマ弁や浜っ子弁当の配付時には、密にならないよ

うに１階を一方通行にしています。また、第二期より開館をしている図書室では、入場制限をかけ

てクラス別に利用できる日を設定したり、貸し出し手続きや返却にも工夫をしたりして密を回避す

るようにしています。校内の消毒作業は、定期的に教職員が実施していますが、今回、おやじの会

の皆さんが消毒作業に協力してくださるとのことで、大変に嬉しく感じています。（後日報告します） 

生徒ひとり一人が正しく恐れること。そして、賢く生活することを実践できるように子どもたち

へ声をかけていきたいと考えています。感染症予防対策となる①感染源を絶つ（毎日の検温と健康観察）

②感染経路を絶つ（手洗いの励行、マスク着用、ソーシャルディスタンス、３密の回避、部屋の換気など）③免疫力

を高める（栄養バランス、十分な睡眠、適度な運動など）を心がけて生活をしていきたいものです。 

学校だより 
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＜お弁当の受け渡し場所では一方通行＞  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜図書室の入り口＞ 
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浜っ子弁当の受け渡し 

 



◇同窓会総会を行いました（7 月 3 日（金）18 時） 

 本校の同窓会には、創立 30 周年の際に、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）また、毎年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。

35 期生である現 3 年生の皆さんは、卒業すると同時に釜利谷中学校同窓会の一員となります。 

 総会では決算報告の承認がありました。そして、小阪美穂様（第１期生）に、継続して同窓会の

会長としてお務めいただくことを確認しました。その後、コロナ禍で学校再開した中学生の様子や

感染症予防対策について話題となり、同窓会の皆さまが地域から母校を見守ってくださっているこ

とに、改めて感謝させていただく機会となりました。保護者の皆さまの中にも同窓会員（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。 
 

◇釜利谷中学校 学校懇話会 

釜利谷中学校の学校懇話会も書面会議として開催しました。学校懇話会では、学校と「まち」の

相互理解や信頼関係に基づいて、横浜市における開かれた学校づくりのため、学校の教育活動等に

ついて意見交換を年２回行っています。今回の書面では、釜利谷中学校グランドデザイン、令和２

年度中期学校経営方針、いじめ防止基本方針、年間行事予定、学力向上アクションプラン、体育・

健康プラン、豊かな心の育成推進プランを報告させていただきました。 

学校懇話会の委員は、地域の釜利谷地区連合、PTA 代表の中から人選された皆さまと学校・地域

コーディネーター、教職員で構成されています。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

＜令和２年度 学校懇話会委員一覧＞                      （敬称略） 

役職 お名前 役職 お名前 

連合町内会副会長 北谷町内会長 青木 喜久男 連合町内会副会長 宿町内会長 平野 龍雄 

白山道 町内会長 宮島  馨 坂 本 町内会長 関原 治喜 

釜利谷地区主任児童委員 坪井 眞由美 ﾚｲﾃﾞｨｱﾝﾄｼﾃｨ横濱 民生委員 小池 光世 

保護司会 髙橋 弘子 釜利谷中学校 元ＰＴＡ会長 西田 かおる 

学校・地域コーディネーター 高林 奈津子 釜利谷中学校 前ＰＴＡ会長 今野 美幸 

学校・地域コーディネーター 堀尾 敦子 釜利谷中学校 ＰＴＡ会長 小林 千穂 

釜利谷中学校 学校長 栗田 智則 釜利谷中学校 副校長 梅田 研一 

釜利谷中学校 教務主任 星野  亮 釜利谷中学校 生徒指導専任教諭 松田 謙史 
 

◇釜利谷中学校区 学校･家庭･地域連携事業実行委員会 書面会議 

例年開催をしている釜利谷中学校区の学校･家庭･地域連携事業実行委員会を書面総会として開催

しました。学家地連は、校区内の学校・家庭及び地域が連携して、児童・生徒をはじめとする青少

年の問題行動の防止及び健全育成を図ることを趣旨としています。実行委員会のメンバーは、町内

会長、自治会長、主任児童委員、民生委員児童委員、保護司会、少年補導員、スポーツ推進委員、

青少年指導員、釜利谷地区センター館長、釜利谷地域ケアプラザ所長・理事長、フレンドリースペ

ース金沢会長、金沢警察署生活安全課防犯少年係などの地域の皆さまと、釜利谷南小、釜利谷小、

高舟台小、六浦小の校長先生ならびに PTA 役員、学家地連担当の先生方など 100 名を超えます。 

書面では、昨年度の事業報告・会計報告ならびに今年度の事業計画案と予算案を報告させていた

だきました。本来なら一堂に会して、自己紹介や情報交換を行って、顔の見える関係構築の一助と

したいところです。コロナ禍により、さまざまな地域行事が今年度は中止となりますが、引き続き、

地域より児童・生徒を見守っていただければ幸いです。 



◇今後の予定について 

新型コロナウィルス感染症の影響で、長期休業期間の短縮について横浜市教育委員会より通知が

ありましたのでお知らせいたします。 

・夏季休業日 ：08 月 03 日 から ８月 16 日まで  

・冬季休業日 ：12 月 27 日 から １月 05 日まで  

・学年末休業日：03 月 27 日 から ３月 31 日まで 

 

なお、現時点で予定している行事は次の通りですが、変更もありますので御了承ください。また、

それぞれの御案内等の詳細は、改めてお知らせいたします。 

 

07 月 06 日～16 日   部活動仮入部期間 

07 月 16 日～16 日   部活動説明会（各部会のみ） 

07 月 27 日～30 日      個人面談 

07 月 31 日       １学期終業式 

08 月 17 日       ２学期始業式 

08 月 26 日～28 日      夏テスト 

08 月 27 日～16 日      学級懇談会、３年修学旅行説明会（ＰＭ） 

09 月 01 日       総合防災訓練 

09 月 18 日       公開授業 

10 月 11 日～13 日      ３年生修学旅行（北海道・道南方面） 

10 月 27 日～30 日      ３年生進路面談 

10 月 30 日       １，２年生校外行事 

11 月 16 日～18 日   秋テスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜お知らせ＞ 

◇今年度の夏休みと学校閉庁日について 

新型コロナウィルス感染症の影響により今年度の夏休みは、８月３日～８月 16 日と短縮します。

釜利谷中学校では、８月 12 日から８月 14日まで、学校閉庁日とさせていただきます。この期間は

日直を置かないため学校への電話連絡ができません。 

なお、緊急な用件でお問い合わせをいただく場合は、平日の８時 30 分から 17 時 15 分の間に、

横浜市教育委員会南部学校教育事務所指導主事室（☎ 045-843-6408）までお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 


