
『よさ、とりえ、輝く個性を伸ばし 笑顔あふれる学校』

偶然から必然への努力

校長 有山 博之

遠く赤城連峰や秩父の山々、さらにはアルプスの雄姿をもくっき

りと出現させ、天高く秋の気配を感じる季節となりました。地域、

保護者の皆様には日頃より本校の教育の推進にご協力いただきあり

がとうございます。残暑厳しい日が続いています。くれぐれもご自

愛ください。

学校では、２学期がスタートいたしました。長期の休み中、事故もなく無事生徒たちが学校

に帰ってきました。これも、保護者や地域の皆様の見守りのお陰と重ねて感謝申し上げます。

夏休み中、多くの生徒たちは部活動や学習に励み、代替わりをしたそれぞれの部において、

２年生を主体とした一生懸命な練習の姿がありました。早くも９月下旬に、運動部において新

人戦が行われます。夏の成果を思う存分に発揮して欲しいと願っています。また、文化的部に

おいても様々な機会での発表等、盛りだくさんな秋です。是非心を打つ演技、発表等をお願い

します。心も体も一回り逞しくなって帰ってきた生徒諸君。二学期の活躍と頑張りに大いに期

待します。

ところで「滝霧」という気象現象をご存じでしょうか。これは三陸沖で発生した「海霧」が

進化したしたものです。「海霧」とは海上にたつ霧のことで、春または夏に寒流や冷水域にあ

る場所に暖かい湿気を含んだ風が吹き込んで発生する濃霧のことを言います。この海霧は日本

では多く三陸沖以北で春夏に発生します。そこが、太平洋高気圧の暖かさ、黒潮、親潮の諸条

件が合致するところだからだそうです。この霧に年間１００日以上も包まれるのが釧路です。

これが、釧路が「日本のロンドン」と呼ばれる所以です。さて、そんな霧が、時に釧路湿原、

沿岸の町、牧草地を飲み込み、摩周湖に到達します。年に一度あるかないかの「奇跡」。５０

０キロ離れた三陸沖で発生した「海霧」は様々な気象条件の偶然を経て、これもまた霧で有名

な「摩周湖」の湖を囲む岩壁から湖面に滝のように流れ込む。これを、幻の「滝霧」と言うそ

うです。通常、海霧は上陸すると程なく消えるようですが、湿原の水分、海流、大気温、風の

強さ、湿度等、様々な自然の偶然の条件が重なり、神秘の「霧」、「滝霧」を生みます。

人はどうでしょう。誕生、生育過程、親の教育、本人の性格、地域の教育力、そして学校の

教育力。言うまでもなく本人の自覚と努力。それらの条件が相俟って、かけがえのない子供た

ちが望ましく成長していきます。様々な条件を備えた育成環境、そして本人自身。私たち大人

は、それらの諸条件に大きく関わっています。だから、それらの育成の諸条件が最大の効果を

生むような努力を大人としてなさなければならないと思います。「偶然」から「必然」への努

力が大切であることを「滝霧」の現象から感じ取りました。

今後とも、地域、保護者の皆様のご理解・ご協力を、引き続きよろしくお願いいたします。
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8/29 月 ３学期終業式 ＊部活休止 １５ 木 ２年学年練習(５校時)
30 火 (３時間授業) 避難訓練３校時 １６ 金 ３年学年練習(４校時) 体育祭準備(５・６校時)
31 水 給食開始 １７ 土 体育祭

9/1 木 ★ １８ 日 (体育祭予備日１)
２ 金 ３年東部地区テスト ２年夏休み明けテスト 専門委員会 ＊清掃カット １９ 月 敬老の日
３ 土 ２０ 火 北埼陸上
４ 日 ２１ 水 (体育祭予備日２) ★
５ 月 体育祭全体練習(５校時) ２２ 木 体育祭振休
６ 火 ２３ 金 秋分の日
７ 水 １年学年練習(４校時) 体育祭選手名簿提出 16:30 安全の日 ２４ 土
８ 木 ２年学年練習(５校時) 体育祭係別会議１ ＊清掃カット ２５ 日
９ 金 ３年学年練習(５校時) ２６ 月 (北埼陸上予備日)
１０ 土 ２７ 火 北埼新人１日目 ＊３時間１・２年給食なし、３年・さくら・のぞみ給食あり
１１ 日 ２８ 水 北埼新人大会２日目 ＊４時間給食あり
１２ 月 体育祭全体練習(５校時) ２９ 木 北埼新人大会３日目 ＊４時間給食あり
１３ 火 １年学年練習(６校時) 体育祭係別会議２ ＊清掃カット 北埼代表者会議 ３０ 金 (北埼新人大会予備日)
１４ 水 体育祭予行(１~４校時) ★は、スクールカウンセラー来校日

前号に訂正、

追加がありま ７月９日（土）に実施した再生資源回収では、地域・保護者

したので、再 の皆様には大変お世話になりました。収益金(206,880 円)につ
掲載しました。 きましては、子どもたちの教育環境整備のために使わせてい

○北埼玉地区夏季総合体育大会 ただきます。ありがとうございました。

・バスケットボール男子優勝（県大会出場権） ・ソフトテニス男子団体優勝（県大会出場権）

・ソフトボール優勝（県大会出場権） ・剣道男子団体３位（県大会出場権） ・卓球男子団体３位

・ソフトテニス女子個人２位 3-2大久保心萊・3-4深井 千愛ペア（県大会出場権）

・剣道男子個人３位 3-2稲田 陽翔（県大会出場権） ・剣道男子個人ベスト８ 3-1平塚 大峨（県大会出場権）

・ソフトテニス男子個人４位 3-1大木 輝太・3-1新谷 洸太ペア（県大会出場権）

・ソフトテニス男子個人５位 3-1松澤 斗和・3-1島崎 大輔ペア（県大会出場権）

・ソフトテニス男子個人６位 3-4松本 健誠・3-3山﨑 大幹ペア（県大会出場権）

・柔道個人１位 2-3森 ゆめの（県大会出場権） ・水泳男子100平泳ぎ３位 1-2渡邊 真一郎

・体操女子跳馬２位、平均台３位 1-2鎌田真奈帆 ・体操女子跳馬３位 1-2伊藤 鈴音

・体操女子個人総合４位 1-2鎌田真奈帆（県大会出場権）

・陸上１年男子１００ｍ １位 1-1田島 悠馬（県大会出場権）、２位 1-4宮尾 優人（県大会出場権）

・２年男子１００ｍ１位 2-1増田 大夢（県大会出場権） ・男子２００ｍ５位 2-1増田 大夢（県大会出場権）

・１年男子１５００ｍ３位 1-1丸山 暖太（県大会出場権） ・男子１１０ｍＨ５位 3-3飯塚 大稀（県大会出場権）

・男子４×１００Ｒ４位 2-1川崎 未翔、3-2清水 奏琉、3-3飯塚 大稀、3-4横須賀 玲輝、2-1増田 大夢、

2-4長谷川 宗正（県大会出場権） ・１年女子８００ｍ３位 1-2鎌田 真奈帆（県大会出場権）

・女子走高跳２位 3-4中村 美菜（県大会出場権）、３位 3-1豊島 柚羽（県大会出場権）

・女子１００ｍＨ４位 3-2小林 愛歩（県大会出場権）

○行田地区硬筆展覧会

（特選） 3-2小林 愛歩 3-2瀨下陽真莉 3-3小薗江光希（県展出品） 3-4深井 千愛 2-3荒井 萌巳

2-3石塚 彩瑛（県展出品） 2-3清水 優衣 2-4井上 里緒 1-1津田香乃美 1-1室田 純里

1-2奈良 優里 1-2村島 雪莉（県展出品）

（入選） 3-1大木 輝太 3-1福田 桜花 3-1松本 陽菜 3-2小山 暖人 3-2根岸 煌太 3-2渡邉 咲希

3-3飯塚 大稀 3-3井上 羚菜 3-3長谷川茉那 3-3村田 陽菜 3-4福地 美夢 3-4吉羽 琴音

2-1大谷 咲花 2-1齊藤 優海 2-1萩原 美羽 2-1松本 椛乃 2-2金子友里愛 2-2髙橋 亮太

2-3関口 穂香 2-3栃金 嗣実 2-3山﨑 優芽 2-4大島 結月 2-4清水 優太 2-4羽鳥 彩花

1-1竹村 遥 1-1長谷川 瑞 1-2河端 星愛 1-2小林 大峨 1-2萎澤実和佳 1-2前田龍之介

1-3河野 裕貴 1-3髙野 桜子 1-3谷 環季 1-3松本 心音 1-3茂手木穂夏 1-4瀨下陽彩稀

○埼玉県硬筆中央展覧会

（特選賞）3-3小薗江 光希、2-3石塚 彩瑛 （優良賞）1-2村島 雪莉

○水道週間ポスターコンクール

（金賞）3-2藤田 きらり （銅賞）3-2湯本 奈々 （佳作）3-1村社 璃音、3-1森田 紗彩

○「全日本中学生水の作文コンクール」埼玉県地方審査会

（優良賞）2-3清水 優衣 （入選）3-2小林 愛歩、3-3相原 美佳、3-3柴野 桃花

（水の特別賞）3-4深井千愛、2-4長谷川 新


