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連絡をいただくことも度々であったのですが、先日もドライバーの方から連絡をもらいまし

た。危ないから注意を促す意味でクラクションを鳴らす。でも生徒は無視し、中には睨んで

くる人もいる。命を一体どう考えているのか。一つしかないのですよ。その方は、そう

てました。

秋が深まって、暗くなる時間がずいぶん早くなってきています。

車には乗ってほしいものです。もう一度言います。
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   今まで生徒会の中心となって頑張ってきてくれた旧生徒会役員の人たちの最後の挨拶、

新本部役員の認証、そして後期お世話になる学級役員、専門委員の認証とたくさんの人

たちの名前が呼ばれ、それに対する応答の声、後期活動のスタートのときです。

後期も行事は目白押し、それを運営していくのは新しく役員になった皆さんです。そ

してその皆さんを支えて活動を活性化させ、成功に導くのはクラスの仲間全員。一人が

欠けてもうまくいかないもの、みんなが力を合わせ、持っているものを出し切ることで

ぜひとも素晴らしい取り組みにしていってください。
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   認証式の後、隊形を入れ替え、

デビューする人もいる中、

いは始まります。

３年生の思いを１，２年生すべてが受け継ぎ、闘いに臨もうとしている姿が印象的で

した。どこまで勝ち抜くことができるか、それは誰にも分かりません。しかしながら最

後まであきらめることなく、全力でプレーすることで悔いのない大会にしてほしいと考

えます。あわせてどこで闘おうと、どのような結果になろうと西陵中学校の生徒として、

全ての面で最後まで頑張ってきてください
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