
 

 

 

 

 

 

夏休みを迎えるにあたって 
副校長 川嶋 直子          

この夏をどのように過ごすかと考えたとき、ふと浮かんだ童話がありました。イソップ物語

の「アリとキリギリス」の話です。日本語版では、「夏の間､アリたちは冬の間の食料をためる

ために働き続け､キリギリスは歌を歌って遊び､働かずに過ごします。やがて冬が来て､キリギリ

スは食べ物を探すが見つからず､アリたちに頼んで､食べ物を分けてもらう」という話です。し

かし、原作では｢キリギリスがアリたちに食べ物を分けてもらおうと頼むと、アリたちが、夏の

間歌ったなら、冬の間踊りなさい。と言って食べ物を分け与えず、キリギリスは餓死する｡｣と

いう結末になっているのです。前者は､思いやりのあるアリの姿が強調されていますが、後者

は、自分のしたことの責任は思わぬ形で自分に返ってくるという厳しい教訓になっています。

どちらの結末も意味深いものですが、課題は暑い夏をどのように過ごすかということだと思い

ます。このことは、生徒のみなさんにも同じ事が言えると思います。過ぎてみればあっという

間の夏休みです。今年の夏休みは、生徒のみなさんにとってどんな夏休みになるのでしょう

か？８月２７日に出会うみなさんの目の輝きを楽しみに、夏休みを迎えたいと思います。 

保護者のみな様、地域のみな様、４月から様々な面で松本中学校の教育にご理解とご協力を

いただきありがとうございました。心より感謝申し上げます。生徒たちは、日々の学習や校外

行事・体育祭を通して着実に成長しています。とは言え、授業のつまずきや人間関係のトラブ

ルなどの課題がない訳ではありません。今後もこれまでの成果を踏まえ、更なる成長と課題の

解決に向けた取組を続けていきますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。夏休

み中は、地域で過ごす時間が多くなります。温かいお声かけや時には厳しいひと言で生徒を見

守っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 
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【夏季休業中の電話対応について】 

松本中学校では、今年度は８月５日（月）～１６日（金）までを「閉庁期間」として

いますので、教職員は不在となります。電話も留守番電話の状態となります。 

なお、緊急の場合等は、横浜市教育委員会東部学校教育事務所に平日の８時３０分～

１７時１５分の間にご連絡ください。【東部学校教育事務所 411-0608】 

また、閉庁期間以外は日直の勤務の関係で１７時以降は留守番電話の状態となります。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 



 

令和元年度 松本中学校区 各地区夏季行事 予定 

盆踊り・納涼祭など 太枠内はソーラン参加あり       

峰沢・岡沢自治会 7/20（土）17:00～20:00  自衛隊駐屯地 ソーラン開始 18 時 

横浜ハイタウン 7/20（土）16:30～21:00  三角公園 

ソーラン集合 17 時 30・開始 18 時 

南神大寺団地自治会 7/27（土）16:00～20:00  南神大寺団地集会所前 

栗田谷北 7/27（土）18:30～20:30 7/28（日）18:00～20:00 栗田谷公園 

ソーラン集合 18 時 45 分・開始 19時 

神大寺西町 7/27（土）17:00～21:00  JA 横浜神奈川支店駐車場 

三ツ沢上町 8/3（土）17:00～21:00  上町公園 ソーラン開始 19時 

ガーデン山 8/3（土）17:00～20:00 8/4（日）17:00～20:00 ガーデン山自治会館 ソーラン開始 19 時 

松ヶ丘 8/17（土）16:00～   

 

ラジオ体操・旅行的行事・その他 

泉町      ラジオ体操            8／19～23                   台町公園 

三ツ沢上町   ラジオ体操            ７／20～24、8／20～24         上町公園 

三ツ沢中町   ラジオ体操            7／20～27                   三ツ沢小学校校庭 

        スイカ割り        ７／２７           三ツ沢小学校校庭 

        着衣泳カヌー体験     ８／10            三ツ沢小学校プール 

南神大寺団地  ラジオ体操ゴミ拾い    ８／１～７          団地 14号棟と 15 号棟間 

南神大寺団地  夕涼み会         8／１７           団地内 

ハイタウン   ラジオ体操         ７／24～26、29 ８／20～23 三角公園 

南町      ラジオ体操        ７／２２～２７        三ツ沢小学校 

        ラジオ体操        7／２８            慰霊塔広場 

下町第一    ラジオ体操            8／20～24                   子どもの園 

下町自治会   ラジオ体操            ７／２２～２６、８／２１～２３    三ツ沢下町 

夏のレクリエーション     7／２０                           アクセルアクアパーク 

栗田谷北    ラジオ体操            夏休み期間中                   栗田谷第二公園 

三ツ沢東町   ラジオ体操            7／22～24                   三ツ沢小学校 

ガーデン山   ラジオ体操               7／20～23                   ガーデン山自治会館前 

うちわづくり･スイカ割り 8／3                         ガーデン山自治会館入口 

浅野台     ラジオ体操               8／20～23、26              ガーデン山ヒルズ前 

南神大寺団地  ラジオ体操        8／１～７                     団地 14号棟と 15 号棟の間 

                夕涼み会                 ８／１７                      団地敷地内（詳細は検討中） 

神大寺東町   ラジオ体操               ７／22～25、８／19～22        神大寺一丁目公園 
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「夏休みの過ごし方について」 

生活指導部 

 いよいよ長く暑い夏休みが始まります。つい夜更かしをしたり、起きるのが遅くなったりと生

活のリズムが乱れがちになります。このような生活の中で気が緩み、楽しさを追いかけ思わぬ事

故に出遭うこともあります。夏休み中とはいえ松中生としての自覚を忘れることなく規律ある

生活をしてください。次の点に注意をしてください。 

 ① ゲームセンターやカラオケボックスなどでトラブルに巻き込まれないように 

しましょう。 

 ② 飲酒・喫煙・薬物などの違法行為は、どんなことがあっても許されません。 

 ③ 頭髪の染色はしないようにしましょう。 

 ④ 交通ルールを守り自転車の安全運転などマナーを守りましょう。 

 ⑤ 携帯電話・スマートフォンについて、休み中に利用の仕方が崩れるケース 

があります。特にインターネット上で、特定の誰かを中傷するような書き 

込みや悪口、無断で個人情報に関わる画像を送ることなどはしてはいけま 

せん。また、ＳＮＳ上で知り合った人と出会わないようにしましょう。 

 ⑥ 警察との約束として、午後７時頃までには帰宅することになっています。 

   （午後１１時以降は、補導の対象となっています。） 

 ⑦ 学校に登校する場合は、標準服を着用しましょう。部活動の際は、体操着 

   ・ジャージ・練習着でもかまいません。 

 

【令和元年度 ８月・９月 主な学校行事予定】 

     ８月２７日（火） １校時：２学期始業式 

放課後：教育相談 ～３０日（金）まで 

       ３０日（金） ５校時：防災訓練 

     ９月 ６日（金） ５校時：第２回授業参観、学級懇談会（１４：４０～） 

PTA 標準服リサイクル（12：20～13：20） 

        ９日（月） 専門委員会 

       １１日（水） ２年生職場体験 ～１２日（木）まで 

       １２日（木） 5・6 校時 １年生職業インタビュー、３年生特別時間割 

       ２３日（月・祝） テスト前部活動停止 ～２６日（木）まで 

       ２５日（水） 一斉下校 12：50 

２６日（木） ２学期中間テスト１日目（英・理・数） 

２７日（金） ２学期中間テスト２日目（社・国・学） 

       放課後：部活動１５時まで 
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〇卒業式が３月１１日(水)に決定しました。 

 卒業式の日程については、「卒業生全員が出席できる日」を最優先にして決定して

いきます。６月に公表された令和２年度公立高校入学者選抜の日程や進路先の高校

での諸手続等の状況を踏まえて、神奈川県内の中学校は、３月１１日（水）に卒業式

を行います。 

 

横浜市立松本中学校

①学校運営費

（単位：円）

配当予算額 流用額等 流用後の額
報償費 280,000 -229,745 50,255 50,255 教育活動外部講師・地域協力者への謝金等

消耗品費 7,868,000 483,376 7,384,624 7,384,624 教材・教具、紙、印刷用品、保健、管理、事務関係消耗品等

食糧費 50,000 -42,095 7,905 7,905 来賓接遇茶等
印刷製本費 130,000 -67,792 62,208 62,208 公用封筒印刷等

修繕料 140,000 262,792 402,792 398,148 教材教具修繕、学校管理備品修繕等
通信運搬費 123,000 132,455 255,455 255,452 郵券、校外活動に関わる生徒の交通費等

手数料 60,000 205,634 265,634 265,634 図書装備、ピアノ調律等
委託料 137,000 32,425 169,425 169,425 粗大ごみ処分料等

使用料及び賃借料 908,000 -840,410 67,590 67,590 生徒の搬送タクシー代等
学用器具費 2,410,000 211,758 2,621,758 2,621,758 教材・教具、保健、管理、事務関係備品等

図書費 1,072,000 -6,472 1,065,528 1,065,528 図書室用図書
負担金等 24,000 -15,600 8,400 8,400 中学校演劇研究協議会登録料等

施設小破修繕料 800,300 -24,266 776,034 776,034 校舎・各種設備修繕、窓ガラス修繕
施設小破手数料 30,000 -3,000 27,000 27,000 校舎・各種設備修繕、窓ガラス修繕等に係る手数料
校地小破修繕料 64,500 -64,500 0 0 校地設備修繕

計 14,096,800 34,560 13,164,608 13,159,961

②その他予算

配当予算額 流用・追加配当等 流用後の額

燃料費 204,000 203,884 白灯油等

報償費 200,000 0 巡回員謝礼

旅費(教職員） 1,580,059 251,217 1,831,276 1,831,276

旅費（用務員） 20,000 17,754 2,246 2,246

旅費（非常勤） 20,000 -20,000 0 0
タクシー借上料 23,000 1,720 24,720 24,720

旅行企画手配手数料 1,000 67,316 68,316 68,316
計 2,048,059 318,007 1,926,558 2,130,442

③光熱水費

使用限度額 流用額等 流用後の額

電気 2,789,000 2,932,587 電気代

ガス 616,000 1,069,073 ガス代

水道 2,431,000 1,451,939 上下水道代

水道（プール） 1,133,000 994,111 プール水道代　

計 6,969,000 6,447,710

合  計 23,113,859 21,738,113

平成30年度  学校配当予算 決算報告書

学校運営振興費・学校管理費

予算額
決算額 主な執行内容費　目

費　目
予算額

決算額 主な執行内容

費　目
予算額

決算額 主な執行内容
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