
飯田市立遠山中学校 学校だより 2020(令和２)年６月１１日(木)

No.1
（遠山中学校 学校教育の指針より）

ご支援いただきありがとうございました ～地域の方より～
5月19日(火)のこと、校長室に来客がありました。

「子どもたちに、シャクヤクの花束をプレゼントした
い。」という申し出でした。来てくださったのは近くで
花卉(かき)栽培をされている工藤さんでした。せっ
かくのお申し出なので、どんな方から頂いたか生徒
にわかるよう、下校時に生徒一人ひとりへ手渡して
いただくことになりました。こういう良いことは世間に
知っていただきたいので、早速新聞各社へ連絡しま
した。新聞社の方々も、急な連絡にもかかわらず、駆
けつけてくださいました。工藤さんのお話によると、コ
ロナウィルスの影響で出荷数が減ってしまったので、
せっかくなら子どもたちへプレゼントして家庭で飾っ
ていただきたいと考えたとのことです。きっとご家庭
で楽しんでいただけたかと思います。

５月２２日(金)には、興亜エレクトロニクス（株）様よりマ
スクとマスクカバーを贈呈していただきました。社員の川
手さんと村澤さん(本校 PTA 副会長)がお見えになり宮
澤校長へ手渡してくださいました。
ゆっくりお話を伺いたかったのですが、他の学校も配

らなければということで、お休みいただく間もなく次へと
向かわれました。少し聞いた話からですが、社員が使う
ものが関連会社から供給されていて、その中から分けて
いただいたようです。
マスクカバーは、生徒と教職員に２枚ずついただきま

した。マスク本体については、各教室に置いて生徒用とし
て使わせていただくことにしました。

今回の出来事を通して、地域の皆様が本校の様
子を気にかけてくださっていて、子どもたちやその家
庭を応援したいと思っていただいているということ
がよく分かりました。
本校としても、そのご期待に添うように努力して

参ります。ボランティア活動や総合的な学習の中
で、地元“遠山郷”を意識した活動を継続し、子ど
もたちが未来を担っていくための一助になればと考
えています。
地域の皆様には、今後もいろいろな面で、お世話

になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

シャクヤクを手渡す工藤さん(写真左)

マスクを手渡す興亜エレクトロニクスの川手さん(写真右)



今年度のスローガンは「遠中維進」 ～生徒総会～
5月２１日(木)に生徒総会が行われました。

本来ならば４月の下旬に行われるはずでした
が、やっと開くことができました。
宮澤校長はあいさつの中で、「今日の生徒

総会を迎えるまでに、何回も準備のやり直し
をして大変だったと思います。」と生徒会役員
をねぎらうとともに「大変な中での活動だけど
『未来に向けて本当に必要な活動は何なの
か』を考える良い機会にしたい。今年の生徒
会スローガン『“遠中維進”今までの伝統を
守って、生徒が減っても無理なく進められる生徒会を作る。』ことにつながる」と話しました。また、上村にお住
まいの古瀬幸与さんが手縫いの雑巾を寄付してくださったことにもふれ、地域の皆さんが見守ってくださって
いることも生徒に伝えました。

この生徒総会は、いつもでしたら多目的室で行っていたのですが、“３密”を防ぐ目的で、広々とした体育館
で行いました。会場が広くなったのですが、議論は活発に行われました。

これからよろしくお願いします ～新任職員～
新年度早々、長い臨時休業に入ってしまい紹介する機会

がありませんでした。ここで紹介いたします。

今後発行される PTA 新聞では、新任職員へのアンケー
ト記事が掲載される予定です。また、公民館報「かみむら」

「やまなみ」合同企画「遠山郷助人名鑑」にて、本年度の

職員が顔写真入りで紹介されますので、そちらもご覧ください。

★生徒に向けては相談窓口を保健室・校長室とお伝えしていますが、保護者の皆さんも何か不安なことがご
ざいましたら遠慮無くご連絡下さい。

★本年度も昨年に引き続き、教職員の非違行為防止を目的とした研修を定期的に行っております。本校から
決して職員による非違行為を出さないよう再確認してまいります。

古瀬さんからいただいた雑巾を紹介する宮澤校長

総会を進行する議長と副議長 会場全体の様子

６月の予定
1 月 部活動説明会、部活動見学・体験(～ 5日)
4 木 心電図検査(1年生)、血液検査(全校)
8 月 1年生部活動正式入部

11 木 尿検査②、 PTA学級懇談会
12 金 尿検査②
17 水 花壇作業
18 木 校長講話
26 金 ３年復習テスト②

７月の予定
2 木 遠山郷を守ろうプロジェクト①(生徒会)

4 土 結いジュニアリーダー育成講座
6 月 キャンプ･登山事前検診
7 火 主幹指導主事訪問

10 金 花壇作業
14 火 ２学年登山結団式
15 水 1,2年期末テスト、生徒集会
21 火 ２学年「鬼面山」登山 ［予備日:27日］
22 水 １学年一日総合 ［予備日:28日］
23 木 中体連夏季大会代替競技会(～ 26日)

手塚幸宏 教頭(技術) 木曽町立開田中学校より
藤原知佳 教諭(音楽･家庭) 新規採用
高内春菜 講師(英語) 新規採用

( )内は担当教科です。



飯田市立遠山中学校 学校だより 2020(令和２)年６月１１日(木)

No.1
（遠山中学校 学校教育の指針より）

ご支援いただきありがとうございました ～地域の方より～
5月19日(火)のこと、校長室に来客がありました。

「子どもたちに、シャクヤクの花束をプレゼントした
い。」という申し出でした。来てくださったのは近くで
花卉(かき)栽培をされている工藤さんでした。せっ
かくのお申し出なので、どんな方から頂いたか生徒
にわかるよう、下校時に生徒一人ひとりへ手渡して
いただくことになりました。こういう良いことは世間に
知っていただきたいので、早速新聞各社へ連絡しま
した。新聞社の方々も、急な連絡にもかかわらず、駆
けつけてくださいました。工藤さんのお話によると、コ
ロナウィルスの影響で出荷数が減ってしまったので、
せっかくなら子どもたちへプレゼントして家庭で飾っ
ていただきたいと考えたとのことです。きっとご家庭
で楽しんでいただけたかと思います。

５月２２日(金)には、興亜エレクトロニクス（株）様よりマ
スクとマスクカバーを贈呈していただきました。社員の川
手さんと村澤さん(本校 PTA 副会長)がお見えになり宮
澤校長へ手渡してくださいました。
ゆっくりお話を伺いたかったのですが、他の学校も配

らなければということで、お休みいただく間もなく次へと
向かわれました。少し聞いた話からですが、社員が使う
ものが関連会社から供給されていて、その中から分けて
いただいたようです。
マスクカバーは、生徒と教職員に２枚ずついただきま

した。マスク本体については、各教室に置いて生徒用とし
て使わせていただくことにしました。

今回の出来事を通して、地域の皆様が本校の様
子を気にかけてくださっていて、子どもたちやその家
庭を応援したいと思っていただいているということ
がよく分かりました。
本校としても、そのご期待に添うように努力して

参ります。ボランティア活動や総合的な学習の中
で、地元“遠山郷”を意識した活動を継続し、子ど
もたちが未来を担っていくための一助になればと考
えています。
地域の皆様には、今後もいろいろな面で、お世話

になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

シャクヤクを手渡す工藤さん(写真左)

マスクを手渡す興亜エレクトロニクスの川手さん(写真右)



今年度のスローガンは「遠中維進」 ～生徒総会～
5月２１日(木)に生徒総会が行われました。

本来ならば４月の下旬に行われるはずでした
が、やっと開くことができました。
宮澤校長はあいさつの中で、「今日の生徒

総会を迎えるまでに、何回も準備のやり直し
をして大変だったと思います。」と生徒会役員
をねぎらうとともに「大変な中での活動だけど
『未来に向けて本当に必要な活動は何なの
か』を考える良い機会にしたい。今年の生徒
会スローガン『“遠中維進”今までの伝統を
守って、生徒が減っても無理なく進められる生徒会を作る。』ことにつながる」と話しました。また、上村にお住
まいの古瀬幸与さんが手縫いの雑巾を寄付してくださったことにもふれ、地域の皆さんが見守ってくださって
いることも生徒に伝えました。

この生徒総会は、いつもでしたら多目的室で行っていたのですが、“３密”を防ぐ目的で、広々とした体育館
で行いました。会場が広くなったのですが、議論は活発に行われました。

これからよろしくお願いします ～新任職員～
新年度早々、長い臨時休業に入ってしまい紹介する機会

がありませんでした。ここで紹介いたします。

今後発行される PTA 新聞では、新任職員へのアンケー
ト記事が掲載される予定です。また、公民館報「かみむら」

「やまなみ」合同企画「遠山郷助人名鑑」にて、本年度の

職員が顔写真入りで紹介されますので、そちらもご覧ください。

★生徒に向けては相談窓口を保健室・校長室とお伝えしていますが、保護者の皆さんも何か不安なことがご
ざいましたら遠慮無くご連絡下さい。

★本年度も昨年に引き続き、教職員の非違行為防止を目的とした研修を定期的に行っております。本校から
決して職員による非違行為を出さないよう再確認してまいります。

古瀬さんからいただいた雑巾を紹介する宮澤校長

総会を進行する議長と副議長 会場全体の様子

６月の予定
1 月 部活動説明会、部活動見学・体験(～ 5日)
4 木 心電図検査(1年生)、血液検査(全校)
8 月 1年生部活動正式入部

11 木 尿検査②、 PTA学級懇談会
12 金 尿検査②
17 水 花壇作業
18 木 校長講話
26 金 ３年復習テスト②

７月の予定
2 木 遠山郷を守ろうプロジェクト①(生徒会)

4 土 結いジュニアリーダー育成講座
6 月 キャンプ･登山事前検診
7 火 主幹指導主事訪問

10 金 花壇作業
14 火 ２学年登山結団式
15 水 1,2年期末テスト、生徒集会
21 火 ２学年「鬼面山」登山 ［予備日:27日］
22 水 １学年一日総合 ［予備日:28日］
23 木 中体連夏季大会代替競技会(～ 26日)

手塚幸宏 教頭(技術) 木曽町立開田中学校より
藤原知佳 教諭(音楽･家庭) 新規採用
高内春菜 講師(英語) 新規採用

( )内は担当教科です。


