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令和４年 ５月 ９日

【校訓】融 愛 善 について
｢融｣・・・伝統的な良さを融合させ、新たな伝統を創っていくことを願い 「融」
｢愛」・・・それぞれを支えてきた郷土を愛するとともに、生徒自身（人）を愛する心を育むことを願い「愛」
｢善」・・・人として、善き心を育み、善き行いを実践していくたくましい意志をもって生きることを願い「善」

４／２０授業参観、懇談会、ＰＴＡ諸会議
４月２０日に開催しました授業参観等では、たくさんの保護者の皆様にご来校いただき、誠にあり

がとうございました。昨年同様、新型コロナ感染症対策として、教室のドアを外し廊下からの参観や

ベランダからの参観もしていただきました。また、懇談会等もお互いの距離を確保しながらの開催と

させていただきました。懇談会、ＰＴＡ専門部総会では、年間行事の確認・役員の決定等を行いまし

た。役員を引き受けてくださいました皆様ありがとうございます。

令和４年度 ＰＴＡ役員＜敬称略＞
本部役員会 専門委員会 地区委員会支部長

◎部長 ○副部長
会 長 成瀨 裕美 広 報 橋爪 純 東 地 区 佐藤 美和 岩島地区 橋爪 智子
副 会 長 逸見 博一 広 報○畠山鈴美香 太田地区 大渕美佐子 坂上地区 山田 麻美
副 会 長 後藤 聡子 広 報◎山田 樹理 原町地区 加辺 昌弘
（家庭教育委員長） 広 報 高橋 一寿 学年学級委員会
書 記 関 純義 広 報 戸矢 憲二 ◎学年委員長 学級副委員長
書記教頭 桑原 亮一 学級委員長 （家庭教育委員）
会 計 山田和香奈 保健体育◎奥木 雅範 （学年委員）
会計事務 市村 真 保健体育 塚越多美子 １－１ 小川 睦子 １－１ 唐澤 恵子
監 査 立石 典子 保健体育○渡邊布美子 １－２◎谷 直樹 １－２ 小林 麻衣
監 査 一倉 吉美 保健体育 齊藤 順子 １－３ 小池 勝也 １－３ 荻原由美子

保健体育 渡邉 史郎 ２－１ 齊藤 聡 ２－１ 大塚 由里
顧問校長 唐澤浩二郎 ２－２◎堀込恵美子 ２－２ 大前 和代
顧 問 関 浩之 環境安全◎保科 桂子 ２－３ 堀込奈穂子 ２－３ 星野 エリ

環境安全 田村 香 ３－１ 田村のぞみ ３－１ 橋爪 寛子
環境安全 剱持 幸一 ３－２◎町田めぐみ ３－２ 萩原 愛
環境安全○赤池 美穂 ３－３ 吉原 亮太 ３－３ 茂木さつき
環境安全 小泉 明弘 ※家庭教育委員会副委員長は後日決定



郡中体連春季大会
郡中体連春季大会が４月２３日（土）から開催されました。新型コロナ感染症対策に努めながらの

大会でしたが、東吾妻中の生徒たちは精一杯競技に取り組んでくれました。

○郡中体連春季大会（個人は、入賞者者のみ）
野球 準優勝 準決勝 ９－１ 長野原東西

決 勝 １－６ 嬬恋中
バスケット男子 棄 権
バスケット女子 準優勝 リーグ戦

○７２－５２ 草津中
×４８－５３ 中之条中

バレーボール 準優勝（県大会出場）
準決勝 ２－０ 中之条中
決 勝 ０－２ 嬬恋・長野原西中

ソフトボール 第２位 決 勝 １０－ １５ 中之条中
テニス男子団体 第４位 リーグ戦

×１－２ 中之条中 ×１－２ 長野原東中
×０－３ 長野原西中

テニス女子団体 第３位 予選リーグ
○３－０ 高山中 ○２－１ 長野原東中
決勝トーナメント
準決勝０－２ 嬬恋中

卓球男子団体 第４位 リーグ戦
×０－３ 中之条中 ○３－０ 長野原西中
×２－３ 嬬恋中 ○３－２ 草津中
○３－１ 長野原東中

卓球男子個人 優 勝 石村峻太郎（県大会出場）
テニス男子個人 第３位 田村・塚越ペア（県大会出場）

※陸上記録会の結果につきましては、次号に掲載させていただきます。

５月の予定
９（月）職員会議 生徒会専門委員会 ２３（月）教育実習～６／１０

午後部活動休止日 学校朝礼 校内研修
１０（火）生徒会朝礼 ２年食事調査 ２４（火）・２５（水）計画訪問
１１（水）１年生交流会 ３年実力テスト ２５（水）部活動休止日
１３（金）生徒会中央委員会 ２６（木）生徒総会 尿検査①
１６（月）・１７（火）２年高原学校 ２７（金）英語検定①尿検査①
１７（火）部活動休止日 ３０（月）校内研修
１８（水）１年食事調査 ３１（火）内科検診３年
１９（木）３年食事調査 新体力テスト測定日

６月前半の予定
１（月）校内長距離走大会 生徒会交流会 ８（水）薬物乱用防止教室

部活動停止日 スクールバス職員乗車
３（金）眼科検診 １０（金） 学警連定期総会
４（土）県春季大会 卓球・陸上 １１（土）県春季大会 バレー 卓球
５（日）県春季大会 バレー・テニス個人 １２（日）県春季大会 バレー
６（月）PTA家庭教育委員会 １３（月）職員会議

生徒会専門委員会 １４（火）表彰朝礼
１５（水）～１７（金）３年修学旅行

※今後の社会情勢の変化により対応が変わる場合があることをご了承ください。

※東吾妻中学校のホームページもご覧下さい。生徒の活躍する様子を掲載しています。

http://www.hi-agatsuma-jhs.jp/




