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令和３年度学校だより

啓 明

積極的に真理の追求をする生徒
厳しく正しい生活をする生徒
強い身体と心を鍛える生徒

「自分史上最高」～自分の歩みを止めないで！

令和３年１０月２１日

第８号

子どもたちが元気に活躍する活気のある学校へ
本道の緊急事態宣言が解除されたことを受け、部活動では、
１０月上旬、新人戦に向け、練習が再開しました。
また、生徒会役員選挙を終え、本校生徒会では、新体制が始
動したところです。子どもたちの活動は、とても活気づいてき

生徒の行動指針
Trial and Error
試

ました。

行

錯 誤

振り返れば、昨年の臨時休校の期間中は、校内に子どもたち
の声が響くこともなく、保護者や地域の方々が来校することも
なく、来校者は、配達や納品をする業者さんなどのみ。職員室には、いつもため息があふれてい
ました。その頃のことを思い出せば、百人一首の中の有名な一首、藤原清輔朝臣の
なが

ごろ

永らへば またこの頃や

う

しのばれむ

み

よ

憂しと見し世ぞ

いま こひ

今は恋しき

の句が頭をよぎります。現代語訳は、「この先もっと長く生きていれば、辛いと思っている今こ
の時もまた懐かしく思い出されてくるのだろうか。辛く苦しいと思っていた昔の日々も、今とな
っては恋しく思い出されるのだから。」です。
近い将来、この世界的な危機を乗り越え、「恋しき」
となる時代が到来し、今以上に子どもたちが生き生き
と学ぶ学校となることを切に願っております。

第 11 回啓明中学校吹奏楽部定期演奏会
１０月１６日、本校吹奏楽部定期演奏会を開催しました。今年度は、会場を本校体育館とし、観覧で
きる方を、本校生徒、吹奏楽部員の保護者に限定させ
ていただきました。
この日の演目は、「威風堂々（エルガー作曲）」
「群青（Ayase 作曲）ほか、全８曲。
１２名の部員が約６か月にわたって練習してきた成
果を披露し、演奏者もご来場者も、みな感動のひと時
を過ごしました。

地域清掃

トマチョップが生徒を激励
自分たちの住む地域の清掃活動を通して奉仕
（ボランティア）の心を育て、地域に関する理
解と関心を深めることを目的として地域清掃を
実施しました。
この日、苫小牧市公式キャラクターの「とま
チョップ」が応援に駆け付け、グループごとに
学校を出発する際に、激励をいただきました。

生徒会役員選挙を実施しました
過日実施した立合演説会では、三宅選挙管理委員長から、「自分たちのリ
ーダーを決める大切な機会。また、生徒一人一人に与えられた１票による結
果は、今後の生徒会活動を左右するもの。」との趣旨説明を行った後、各候
補者・責任者から公約や意気込みについての演説を行いました。
次に、沼島副委員長の「選管の指示に従って公正な投票を」の指示のもと、
学年ごとに投票を行いました。
投票に使用した「投票記載台」と「投票箱」は、苫小牧市の投票所で実際
に使用しているもので、市選挙管理委員会から借用しました。零票確認を行
うなど、実際の投票所での投票を体験しました。
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佐々木生徒会長のコメント

三宅選挙管理委員長

沼島副委員長

候補者・責任者の演説

第41期生徒会長になりました佐々木遙斗
です。啓明中を元気で明るくするため、挨
拶運動や笑顔をつくるスマイルプロジェク
トなどの活動に力を入れていきたいと思い
ます。また、挨拶ポスターの作成や縦のつ
ながりを深める活動といった新たな試み
をしていく予定です。
啓明中のために精一杯がんばりますので、よろしくお願い
します。

零票確認
（投票開始前の投票箱に何
も入っていないことを確認）

本校生徒の活躍

投票用紙に記入

投票箱へ投票

開票作業

開催された大会に本校生徒が出場し、健闘しました。ご声援ありがとうございました。
◆第47回学校花壇コンクール （市まちを緑にする会）
・啓明中学校６組 奨励賞
◆第56回夏休み読書感想文コンクール（市立中央図書館）
・優秀賞 １年 伊藤 ひとみ
・優良賞 １年 篠原 苺香
・入 選 １年 竹内 治希、八田 桃羽、毛利 翠来
◆第67回青少年読書感想文全道コンクール
（苫教研学校図書館教育研究部会）
・全道コンクール出品
１年 伊藤 ひとみ 篠原 苺香
◆第10回東胆振中学校新人バドミントン大会
・団体戦 男子 準優勝
１回戦 須藤・門脇・守屋・後藤・坂根 ２－１ 啓北
２回戦 須藤・守屋・後藤・坂根・佐藤 ２－１ 開成
３回戦 須藤・守屋・後藤・坂根・佐藤 ２－１ 凌雲
決 勝 須藤・門脇・守屋・佐藤・坂根 １－２ 鵡川
・団体戦 女子 ２回戦敗退
１回戦 吉村・近澤・伊辺・松本・柏崎 ３－０ 穂別
２回戦 吉村・近澤・伊辺・松本・柏崎 １－２ 明倫
◆第11回苫小牧市中学校バレーボール競技秋季新人大会
・女子 第３位
決勝トーナメント
１回戦 啓明・凌雲 ２―０ 明野
準決勝 啓明・凌雲 ０―２ ウトナイ・沼ノ端
第３シード決定戦
啓明・凌雲 ２―０ 追分・早来・植苗
◆胆振日高中学校新人剣道大会
２回戦 河原史龍 ― 伊達中 敗戦
◆第42回苫小牧市中学校バスケットボール秋季競技大会
・男子
１回戦 啓明・開成 ３６－６８ 和光
・女子 第６位（日胆大会出場決定）
１回戦 啓明・緑陵・苫小牧東 ９８ － ３２ 開成
２回戦 啓明・緑陵・苫小牧東 １２ － ７８ 啓北
順位決定トーナメント
啓明・緑陵・苫小牧東 ２０ －
０ 明倫（不戦勝）
啓明・緑陵・苫小牧東 ３８ － ６２ 明野

1１月行事予定
１(月)
３(水)
４(木)
５(金)
９(火)
１０(水)
１１(木)
１２(金)
１６(火)
１７(水)
１８(木)
２２(月)
２４(水)

２年宿泊研修（～11/2日）
市民吹奏楽祭
集金日
３年保護者進路説明会
生徒総会
学力テスト総合Ｃ
集金日
入学願書用写真撮影、放課後学習会
企画委員会
３年出張マナー講座
２学期期末テスト（～11/19）、集金日
２年心の教室、職員会議
２年職業人に学ぶ進路学習（～11/26日）
中央・常任委員会
２５(木) 生活向上週間（～12/3） 集金日
２９(月) ２年デートＤＶ防止教室
【中体連アイスホッケー大会】
１０月３０日(沼ノ端)
１１月 ３日(沼ノ端)
１１月 ６日(沼ノ端)
１１月 ８日(白 鳥)

