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夏休みの社会科の宿題である「新聞スクラップコンテスト」

において３年２組の委文沙恵さんが、特別賞である県知事賞を

受賞しました。昨年度は清水さんが受賞し、今年度は委文さん

が受賞しました。大変素晴らしい力作でした。 

作品は、夏休み中に読売新聞、朝日新聞、中日新聞に掲載さ

れていた政治家の言葉を丁寧に追い続けたもので、テーマは、

『日本の政治家たちの言葉』です。10 月 11 日（土）にイオン  

尾平店で表彰式があり、作品が展示されます。        （新聞記者の取材を受ける委文さん） 

 

 10月 17日(金)～18日(土)に新人大会が開催されます。 

第 1 試合の対戦校等についてお知らせします。 

 

部 活 名 日 時 対戦校等 会 場 

野球 17 日 11:00～ 富田中 北条球場 

サッカー 17 日 11:20～ 常磐中 垂坂サッカー場 

バレーボール 17 日 10:00～ 三滝中 港中 

バスケットボール（女子） 17 日  9:40～ 塩浜中 三滝中 

テニス 
17 日 9:15～【団体戦】 

女子：笹川中 

男子：富洲原中 
四日市ドーム 

18 日 9:00～【個人戦】 個人戦の対戦は当日発表 三滝ﾃﾆｽｺｰﾄ 
 

※本校には陸上部はありませんが，社会体育で活動している生徒が 1 名出場します。 

陸上 17 日 12:40 頃【男子 1500m】中央緑地 

 

 

 

１０月１４日（火） 文化祭の取り組み開始 

１７日（金） １８日（土） 新人大会 

２５日（土） 土曜授業（合唱コンクールリハーサル等）・学校公開日 

２７日（月） エアロビクス教室（ＰＴＡ体育厚生部） 

３１日（金） 文化祭 学校公開日 ＊第１回制服ﾘﾕｰｽ（ＰＴＡ体育厚生部） 

１１月  ４日（火） 三泗駅伝大会（中央緑地） 

      ６日（木） 三泗音楽会（四日市市文化会館） 

    １０日（月） 英語ｽﾋﾟｰﾁ、英作文ｺﾝﾃｽﾄ 

    ２７日（木） 期末テスト～２９日（土）（期末テスト最終日が土曜授業） 
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