
pTA副会長矢野　貴義

今年も､市岐南デパートが盛

大に開催されました事に､pTA会員の皆様に感謝申し上げます｡

今年度のスローガンは､｢まご

ころで明日を拓く｣であります｡

生徒自らが3月1 1日に起き

た東日本大震災への復興支援を市岐南デパートの中で行うと掲げ'岩手県立宮古商業高校との交流を柱に準備を進めてきました｡

当日は'体育館入口正面に東北

特産品販売の店舗を大き-構え､終日多-のお客様で賑わっているその様子から'市岐商生が真剣に復興を考え､しっかり実行できる強さやたくましさを学んだ感じがしました｡

今年度の新しい試みで､マルチメ

ディア研究部と業者との共同開発｢枝豆コロッケ｣の販売も開店わずか20分で完売し､会員の皆様に御協力頂きましたtpTA主催の謝恩品も多-の人で賑わい､全商品完売を達成する事ができました｡

天候にも恵まれ'近年にない程

の多-のお客様が訪れて下さり生徒達の活気ある声と､まごころのこもった接客で笑顔に溢れ､明日を拓-為の素晴らしい一日になりました｡

〟取締役社長

山口　真由子

第二十九回市岐南デパートも､多

-の方々のご協力により無事終えることができました｡約八千五百人ものお客様が来場して-ださ-､また､売上目標も達成することができました｡

今年の市岐南デパートは､東北復
興支援を一つの柱として取-組んで

きました｡当日は'遠-岩手県から宮古商業高校の先生と生徒二名の方々に､東北特産品の売場に立ち販売活動にも協力していただきました｡宮商デパートの社長さんから'｢とても賑やかでびっ--した｣と
感動してもらえ､嬉し-なりました｡限られた時間の中での交流でしたが'貴重な機会を与えていただき､本当にあ-がとうございました｡

市岐南デパートが'多-の方に支

えられていることを改めて知ることができました｡

後輩の皆さんには感謝の気持ち

を忘れず大切な地域行事として受け継いでいってほしいです｡

また､来年度開催される市岐南

デパートは､第三十回という節目の年となるため､今年以上に盛況であることを期待しています｡
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監査　井尾　美樹

8月25･26日に北海道にて開催されました全
国高等学校pTA連合大会に参加させていただきました｡今年のテーマは｢いのち輝け｣～人･夢･愛ひたむきに頑張る君たちを応援したい～でした｡東日本大震災で被災された県からも多数の参加があ-､全国からl万1千人以上の参加者でした｡

初日は､立教大学教授の香山リカ氏による､

｢生きる力をつける処方毒｣と題した講演が行われました｡｢大人が自分の人生を受け入れ'心にゆと-を持って子供と接して欲しい｣と話されました｡

午後からは各分科会に分かれて'学校での取

組の報告が行われました｡私たちは､第4分科会のテーマ｢家庭教育とPTA｣～生と性を考える～に参加し､岐阜県立加茂農林高校他3校の発表を聴講してきました｡
2日目は'｢命をつなぐ｣の演題で前旭山動物

園長の小菅正夫氏による講演を聴講しました｡
｢動物でも人間でも環境や文化によって育て方が違う｣｢動物は子供を産み育てる為に生きている｣など私たち保護者にとって興味深い内容でした｡

この2日間の講演と代表校の発表は大変内容
が濃く､非常に参考にな-ました｡今年の北海道大会も大成功をおさめ'来年度の和歌山県pTA関係者に大会旗が引き継がれ､無事に日程を終えました｡

1 1月2日(水)羽島市文化センターにて'岐阜

県高等学校pTA連合会pTフォーラム大会が開催されました｡
｢子どもたちの人間力を向上させるためのp

TA活動の在り方｣というテーマで協議し､各高等学校及び特別支援学校の実践活動の報告や質疑を行い'情報交換をしました｡

講演では'心理カウンセラーの佐藤逸代氏に

『尊さ命をみつめて』と題してお話をいただき
ました｡突然の愛娘との別れ｡ひとりの少女が交通事故に巻き込まれ､この世から旅立って逝きました｡それから残された家族たちの悲しみ苦しみというのは､それは想像を絶する過酷なものでした｡我が子への深い愛､被害者遺族となってしまった戸惑い､交通犯罪を軽-扱う捜査や裁判の在-方の問題､加害者への怒りの気持ちを話していただきました｡交通死亡事故は被害者の人生を奪うだけでな-､残された家族の心にも深く深く傷を与えるのです｡

｢車を運転する｣ということは､｢誰かの命｣と
隣り合わせであることを忘れてはなりません｡命は決して軽いものではないのです｡この講演で､命の大切さを考え､命の重みを感じる事ができ

岐阜地区高等学校pTA連合会総会が7月1 1日

(月)に羽島市文化センターにて開催されました｡

総会では'平成22年度事業･会計報告'平成23年
度事業案が可決されました｡その後'西濃運輸野球部監督(元日本代表監督)後藤寿彦氏が『人を育てる』という演題で'ご自身の監督経験をもとに人を育てるために心がけてみえる事をお話しいただきました｡講演では､子どもたちの良いところを見つけ伸ばしてあげる事の大切さ'また､良き指導者に恵まれる事も重要で'このため指導者側も努力が必要であるとのお話をされました｡
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9月7日(水)羽島市文化センターにおいて岐阜地
区高等学校pTA連合会指導者研修会が行われました｡開会式後､元恋心飴館長の松井弓夫氏による'『子どもの心に寄り添って』という演題で講演があ

りました｡印象的だったのは｢1 0分間､子どもの話を聞-｣という部分です｡｡私の子育てにおいて10分間'いやたとえ数分でも､子どもの話を聞いていただろうか-ただ上から物を言う親ではなかっただろうか-そんな反省を踏まえ'今後は子どもの声に耳を傾けていきたいと恩いました｡その後は'｢子どもの生き方を育むpTA活動の在-方｣を全体テーマに､各ブロック代表の4校による実践発表があ-ました｡



2011 No.62　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市岐南PTAだより

前にして
生徒指導部

十二月二十三日(金)から一月九日

(月)まで冬季休業となります｡

元旦は誰もが新たな目標を掲げ

る日です｡ご家庭におかれましてもお子様がこの一年を振り返り､新たな目標を決意するよう､一緒に考えていただきたいと思います｡

さて､本校生徒の交通事故発生
件数は'十月までで合計十四件となっています｡これは殆ど例年と同じペースで起きています｡事故の当事者は全員が自転車で､相手は殆ど自動車です｡事故の状況としては､次の通-です｡

一､信号機のない交差点での

出会いがしらの衝突

二'お互いが大丈夫だろうという

油断

三､全-の相手の不注意四､全-の本人の不注意幸いにして命にかかわるような

大きな事故は起きていませんが､あともう十センチ､あともう三秒違っていたらどうなっていたかわかりません｡それを想像するとぞっとして

しまいます｡

このような交通事故から身を守
るためには､生徒一人一人が周囲の状況に十分注意を払い､自分の身は自分で守るという認識で慎重に行動することが最も大切です｡

特に生徒たちには日ごろから次

のような注意を喚起しています｡
一㌧携帯電話を触りながら運転

しないこと｡

二'携帯プレイヤーを両耳を

ふさいだ状態で運転しないこと｡
三､傘さし運転はしないこと｡四､二人乗り運転はしないこと｡また､冬季休業中に開放的な気

分になるため'いろいろな悪い誘惑を断る勇気を持ってほしいと思います｡特に四ない運動を徹底してほしいと思います｡八四ない運動)
一㌧車に乗らない

二㌧買わない三､免許を取らない四､乗せてもらわないご家庭でも命の大切さについて一度
じっくりお話をされることをお願いいたします｡

の学習

教務部

冬休みの学習は､今までの授業の
復習と冬休みの課題対策をまず第

一に行うことです｡しかし､市岐商の｢進学･就職は推薦が中心｣という
実態からいえることは､まず'しっかりとした目標を持って取り組んでいくことが最も大切だということです｡例えば'自分の進路目標は､進学なのか就職なのか､どこの大学を狙うのか､どんな仕事をしたいのかということなどをしっかり決めて取り組まなければ､集中してさらに持続して取り組めないと思います｡

平成二十三年が終わるこの時期

に'今まで自分がどんな目標を持ち'それにどのように取-組んできたのかを振り返ってみて下さい｡果たして､目標に近づいているのだろうか､しっかり取り組めてきたのだろうか｡

では'目標とはどのようなものな

のだろうか｡学年毎に確認してみましょう｡一･二年生は'年間を通して取-組めるような目標を立てることが大切です｡三年生はほとんどの人が進路実現が最大の目標でしょゝつ｡

これから始まる冬休みは､目標

の修正またはさらなる目標の設定を考える期間だと思います｡一三年生で目標達成が近い人は次年度を見据えた追加目標を立て'目標達成が無理な人は達成できそうな目標に修正してい-必要があります｡三年生は'卒業後の自分の状態を考えてこの後の二ケ月の過ごし方を考え'卒業後に何が必要でどのような目標を立てて取り組んでいけばいいのかをしっかり考えて欲しいものです｡

我が子は'一体どんな目標を持っ

て毎日を過ごしているのか､ということをクリスマスやお正月という一家団梁が持てそうなこの冬休みに聞いてみてはいかがでしょうか｡子供任せでな-'人生の先輩として良きアドバイスをして-ださい｡

目標がないのは論外です｡

｢目標な-して成長なし｣です｡
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澗店舗312　　日置耕平

僕達の店舗は､東北特産品など支援
品を取り扱いました｡

東北特産品は'東日本大震災復興
支援として､岩手県の宮古商業高校のご協力を得て行うことができました｡

市岐南デパート当日は､宮古商業高
校｢富商デパート｣の社長と副社長が僕たちと一緒に店頭に立ち､東北特産品のpRや販売活動を行いました｡多-のお

減店舗131　　苅谷成美

私達一年生は初めての市岐南デパー

トで､戸惑う事もありましたが､先輩･先生方の意見や､みんなが出してくれた意見ティディのおかげで'恵那特産品を完売する事が出来ました｡店舗全員が協力し､笑顔で販売活動を行うことができました｡

お客様も'恵那特産品をとても楽

しみにしてみえます｡一番人気の栗粉餅を'来年はぜひ数を増やし､販売してもらいたいと思いました｡

客様に足を運んでいただけて見事完売することができ､また喜んでいただけたので､復興支援として来年'再来年以降もこの東北特産品を続けてほしいと思いました｡
圃店舗342

圃店舗221　　三島瞳

市岐商どら焼きは'新たに抹茶と

塩キャラメル味を加えて販売することができました｡

全七種類入った｢よ-ば-セット｣

五十袋が開店十分で売-切れ'続いて八十分で残り八百五十個のどら焼きが完売しました｡

市岐南オリジナル商品として'多く

のお客様に食べていただきとても嬉しかったです｡

来年も､新たな新商品を加え'多-

のお客様に長-愛されるオリジナル商品を考えていきます｡

伊藤　舞

沖縄物産は､多-のお客様にご利

用いただき'今年も全店舗の中で売上
一位となることが出来ました｡最後の

デパートを成功させるために'店舗会議では三年生らしい接客を心掛けようと話し合いました｡全社員が同じ目標に向かって頑張ってくれたことに感謝します｡

閤店舗232　　中島章太

僕たちは､家庭用雑貨を取り扱い

ました｡仕入業者の方から'よりお得に見える陳列の仕方を教えていただき'大変勉強になりました｡

また､僕たちの店舗では､東日本大

震災で被災された方々のお役に立ちたいと考え､募金活動を行いました｡

多-のお客様のご協力により'

四万二千二百五十九円もの募金が集まりました｡ご協力ありがとうございました｡

棚管理課長　　成瀬隆昌

私の課ではお客様の誘導と駐車場

の交通管理や警備保安を行っています｡

私たちの仕事は裏方の仕事が多

かったですが､お客様に気分よくデパートに出入りしていただけるように心をこめて｢いらっしゃいませ｣などの挨拶をすることができました｡
取特別事業課長　小藤友裕

私たち､特別事業課は､pTAの皆

さんの協力のもと販売した飲食部門と各家庭から提供していただいた謝恩品を販売する謝恩品コーナーの二つの場所で販売しました｡

飲食部門では､みたらしや五平餅が

人気でとても早-完売することができました｡謝恩品コーナーでは'例年と同じように洗剤などの小さいものから衣類などの大きいものまで幅広-販売することができました｡準備から当日まで手伝いいただきとても感謝しております｡

また､先生方からも'色々とアドバ

イスいただいたおかげで特別事業課の仕事を無事終えることができました｡本当にあ-がとうございました｡
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10月19日

(水)'さわやかな青空の下､体力の向上'スポーツを通じて生徒相互の親睦をはかることを目的に体育大会が開催されました｡

【体育大会成績】

男子総合　　優勝　3A

2位　3K

3位1K

女子総合　　優勝　2B

2位　3C

3位1C

綱引き　　　男子　3A

女子　2B

団対抗リレー　男子　3A

女子　3C

保健室より

徒､的確な指示を出し入退場の誘導をする生徒'各競技の準備を素早-する生徒'場内を沸かせるアナウンス役の生徒､それぞれの場で生徒一人l人が主役と

男女別々に､各学年､学級を主体に男

子は6'女子は9団で団を編成し､団対抗戦を行いました｡

走り高跳び､団対抗リレー'ソフトボー

ル投げなど様々な競技でさわやかな汗を流しました｡中でも各団対抗の綱引きは'各団の意地とプライドをかけ､大いに盛り上がりました｡

団席に着き必死に仲間を応援する生

なり活躍しました｡

今年度も

多くの皆様にご支援をいただき'体育大会を無事開催できたことをお礼申し上げます｡

｢インフルエンザの一

予防について｣

①部活動内における集団感染の防止
部活動内でインフルエンザが蔓延する

原因として考えられるものに'飲み物の回し飲みがあります｡今年度は､各部の部長に対しての指導を行うととともに､生徒保健委員による呼びかけ放送を行い､部活動内での感染リスクを少しでも減らしていきたいと考えてお-ます｡

②規則正しい生活の確立
特に睡眠は重要で､睡眠不足の人は風

邪にかかりやすいという研究データもあります｡2年前の新型インフルエンザの発生を契機に､マスクの着用や手洗い(手指消毒)に対する意識は高まっていると感じていますが'感染症の予防にはこれだけでは十分ではなく､自己の免疫力を下げないようにすることが大切になってきます｡

インフルエンザの感染防止指導を通して､

生徒には自分の健康は自分で守ること､そして'いつか生徒達が親になったときに､わが子に健康の大切さを語ってやれるような力を身につけてほしいと願っています｡

後期生徒会役員紹介

読書感想文

会　長　長谷川知美(2B)副会長　常冨　佳美(2B)副会長　井上　茂意(1C)書　記　杉原　南海(2D)書　記　瀬戸口亜美(2D)会　計　白石　久乃(2B)会　計　六谷袖佳李(1C)

◎最優秀賞
『正義から学ぶ』(わたしが正義について語るなら)

北川美奈(三年)

◎優秀賞
『ストーリー･セラー(S-de-A)を読んで』

河井唯香(三年)

『夢をかなえる一〇〇のルールを読んで』

田中里奈(二年)

◎佳作『｢ペリリユー島玉砕戦い～

南海の小島七十日の血戦｣を読んで』

谷藤克仁(一年)

『｢あなたは顔で差別しますか｣

を読んで』

関谷有理紗(一年)

以上の皆さんが'入賞しました｡

生徒一人ひとりの声(願い)を聴き､一人

でも多-の願いを実現できるように､明る-･前向きに元気よ-活動していきたいと思います｡

後期は芸術鑑賞･綱引き大会･3年生

を送る会など学校行事の運営はもちろん､毎年恒例となっている地元鏡島虻凧保存会による､ぎふ鏡島長良川凧揚げ大会に参加し､地域との交流にも積極的に参加していきます｡

今後の主な日程12月1 5日(木)～2 1日(水)

三者懇談午前授業
12月22日(木)

綱引き大会･株主総会･終業の会

12月23日～1月9日

冬季休業期間

1月10日(火)

始業の会･課題テスト･漢英単コンクール

1月3 1日(火)～2月3日(金)

3年生学年末考査
3月1日(木)

卒業証書授与式

3月5日(月)～8日(木)

-･2年学年末考査

3月23日(金)

終業式･離任式
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相　撲　部

堀　広輝(1A) (U-16日本代表) (10/29-ll/3:韓国ソウル市)

服部　知倫(2A) (少年男子　団体) (10/8-10:山口県下関市/豊浦夢が丘スポーツセンター)

～秋季東海地区高校野球大会～

垂芸晋霊0. 3:;讐…至芸言霊ミ
(10/23･29: GMC長良川球場)

陸上競技部

◎男子ハンマー投　　　第2位　　大森　弘幸(2A)

◎女子OPハンマー投　第5位　　加藤香緒梨(2B)

新井　将萱(2⊂)(走幅跳､三段跳)日比野　亘(2D) (円盤投)

堀　晃輔(1B)(800m)　　国枝　昌平(1D)(ハンマー投)

安田　琴昔(2B) (100m)　　奥村　麻未(2B) (走高跳)

竹内　志穂(28) (800m)　　八十田　礼(1B) (円盤投)

女子400mリレー

杉山(18)､岡田(1D)､生駒(1B)､安田(2B)､井川(2⊂)､芳田(2B)

女子1600mリレー

岡田(1D)､生駒(18)､杉山(1B)､安田(28)､井川(2⊂)､芳田(2B)

(10/29･30: GM⊂長良川競技場)

～兼海高等学校駅伝競走大会(東海高校総体駅伝の部) ～

雷神芦田-■　男子､女子

(ll/27:静岡県袋井市　小笠山運動公園)

～東海卓球選手権～

lE--】臣洞←　宮永　結以(lB) (個人戦)

(1 1/25-26 :岐阜メモリアルセンター)

～東海地区高等学校商業実務総合競技大会～

`-打■　情報処即)部　団体

-←　簿記の部　　　団体

(ll/5 :三重県　松阪商業高等学校)

唾警票季慧海濫慧野球大会出場権獲得

(9/10･18･19･23･24:大野レインボー球場､ GMC長良川球場)

伝競走大会(岐阜県高校総体駅伝の部) ～

･TJ 'JL-'･…一i　雲…芸…琵

*以上､東海高校駅伝競走大会出場権獲得

(1 1/6 :岐阜県庁-羽島)

lIIFt』駈洞■冨冨笑芸…琵服部知倫(2A)

◎個人　第3位　小林　秀平(2⊂)

(1 1/6 :岐阜市民総合体育館)

唾冨諾7,4{_誌ド芸5.B㌔ 3位
砲丸投　　　第3位　大森　弘幸(2A)

◎女子400mリレー　第3位
杉山(18)､岡田(1D)､生駒(1B)､安田(2B)

*その他､以上を含め1 7種目18名入賞｡

東海高校新人大会出場権獲得

(9/17･ 18: GM⊂長良川競技場)

tBJm◎女子団体　第3位
(8/14 :関市総合体育館)

卓垂冨諾慧処琵完霊即冨体初級3等2席

優良賞　　中嶋　紘也(1A)

■-洞←◎簿記の部　　　団体　3等3席

(9/4 :中津商業高等学校)
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