ＰＴＡ総会

永俊浩ＰＴＡ会長の挨拶から始
まりました︒続いて今村校長か

れました︒総会は大脇先生の進
行で会の成立を確認した後︑末

協議終了後︑ＰＴＡ活動の活
性化にご尽力いただいた方々と

することが提案され︑了承され
ました︒

﹁創立百周年記念ＰＴＡバザー﹂
と題して︑文化祭２日目に実施

副会長より︑昨年開催すること
ができなかったＰＴＡバザーを

生徒総会

女テニス

個人：シングルス ベスト８（黒木，加治佐）

ダブルス 準優勝(上村（光）・黒木)，３位(加治佐・下迫)

みんなで一つに

定期演奏会

団体：準優勝（決勝 加世田 0‑3 鳳凰）

団体：男子総合 ３位，女子総合 ４位

辰徳さん︑副会長には︑石神小
由紀さん・下大薗均さん・宇都

承認では︑評議員会で推薦され
た方々が紹介され︑会長に瀬戸

した研修委員会が紹介され︑紹
介された個人や団体には︑新会

で優秀賞︑九州地区連合大会広
報紙コンクールで優秀賞を受賞

大木勝彦さんのほか︑ＰＴＡ新
聞を発行し県広報紙コンクール

本年度の運営計画・予算が提案︑ た︑脇めぐみさん・岩城修さん・
承認されました︒その後の役員 小湊哲郎さん・宮原俊郎さん・

なされた後︑執
行部や各専門委員会から活動報

た︒決算報告や
予算案の承認が

７限目︑生徒総
会が開かれまし

５月１日︵火︶

学校・万世中学校・大浦中学校
との合同演奏︑息のあったダン

熱い迫力あるサウンドに︑親し
みやすい名曲の数々︑加世田中

女子ダブルス ３位（大原・安田）

団体：四つ矢２回 ４０射中１１中

剣道

団体３位 個人：ベスト８（野口，竹下）

男子団体：０勝２敗（加世田 2‑3 鹿水産，加世田 1‑4 吹上）

柔道

男子個人：81㎏級 1位(西垂水)，73㎏級 1位(井手)，60㎏級 2位(倉園)

本校職員の野村明正先生が第

野村先生最高賞受 賞
第 回美術文化展

女子100m ２位（石神），女子走幅跳 １位（阿久根），女子砲丸投げ １位（田代）

年委員長及び担任副担任の紹介
や︑本年度の目標が挙げられ︑

了しました︒
その後の学年ＰＴＡでは︑学

生徒指導部︑保健部の各部から
報告とお願いがあり︑総会は終

これまでの一年間を振り返る大
事な機会となりました︒後輩の

れました︒生徒会活動の中心を
担ってきた３年生にとっては︑

年を意識した意見も多数挙げら
れ︑学校への要望も取り上げら

迎え︑ 創立百
周年に ふさわ

りまし た︒多
くの来 場者を

に包ま れ気持
ちが一 つにな

賞の美術文化賞を受賞されまし
た︒おめでとうございます！

にしへホールにて︑第 回吹奏
回美術文化展︵美術文化協会
楽部定期演奏会が行われました︒ 主催︶一般部門において︑最高

和久さん・竹下幸大さん・上村
耕造さん・北浩憲教頭が承認さ

男ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 予選敗退（加世田 86‑38 加世田常潤，加世田 47‑67 薩南工業）

しいす ばらし
い演奏 会とな

★６月行事予定★

１︵金︶安全の日

教育実習終了︵２週間︶
２︵土︶日新ゼミ︵１・２年︶

進研マーク模試︵３年︶
３︵ 日︶進研 マーク 模試︵３ 年︶

４︵月︶振替休日
５︵火︶ 分授業

分授業・会場設営

分授業
朝補講＋①②③の授業

文化祭リハーサル
８︵ 金︶創立 百周年 記念文化 祭①

７︵木︶

６︵水︶ 分授業
文化祭リハーサル

45 45

45

︵木︶耳鼻科検診
︵土︶日新ゼミ︵全︶

︵水︶進路希望調査
生活実態調査︵〜

日︶

合同ＬＨＲ︵３年︶
︵火︶生徒専門委員会

放課後学習開始

︵日︶第１回英語検定
︵月︶全校朝礼

教育実習終了︵３週間︶
︵ 土︶創立 百周年 記念文化 祭②

45

創立百周年記念事業へ本格始動

ら学校の近況報告を交えての挨
拶があり︑協議に入りました︒
して︑平成 年度から２カ年間

個人：ダブルス ベスト８（上釜・岩城）

５月５日︵土︶南さつま市い

女ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ３位（準決勝 加世田 51‑71 鳳凰）

りました︒

11 10 9

ＰＴＡ総会及び学年・学級Ｐ
ＴＡが５月 日︵金︶に開催さ

協議は田原公議長と大坪美穂

優勝（決勝 加世田 2‐0 指宿商業）

学校生活を振り返って

女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

れました︒協議の最後には︑脇

副議長により進められ︑昨年度 会長を務められた末永俊浩さん︑
の会務・決算報告・監査報告と︑ 平成 年度に副会長を務められ

３位

皆さんには︑先輩たちが築いて
きた伝統を︑しっかり引き継い
で欲しいものです︒

︵月︶学年朝礼・おうちの日

美化コンクール︵〜 日︶
車体検査︵〜 日︶

︵木︶朝補講本日まで ︵１・２年︶
部活動中止

︵金︶朝補講本日まで︵３年︶
︵月︶通学指導①

︵火︶通学指導②
︵水︶通学指導③ 月曜校時

︵木︶期末考査① 中高連絡会

︵金︶期末考査②
単車通学許可会

︵土︶県民大学開講式

http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/kaseda/

平成２４年は加世田高校創立100 周年！
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弓道

６月９日（土）
8:45〜15:15
（舞台発表，展示，バザー等）

男ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

学級ＰＴＡではそれぞれの学級
で自己紹介や情報交換が行われ
ました︒

22

個人：男子200m ２位（大園），男子4×100R １位，男子走高跳 ２位（是枝）

陸上競技

団体：４位（３位決定戦 加世田１−２ 川辺）

男テニス

優勝（決勝 加世田 5‐3 指宿）

球

３位（３位決定戦 加世田 1‑0 指宿）

サッカー

果
結
合
試
野

個人：女子シングルス ３位(大原)

球

卓

６月８日（金）
13:20〜15:35 (舞台発表)
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30

ベスト８（上村(美)・花牟禮，尾辻・鷺山）
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72

第65回文化祭のご案内

平成24年度 南薩地区春季体育大会結果報告

長より表彰状が授与されました︒ 告や今後の計画が示されました︒ ス︑校歌斉唱など充実した内容
最後に︑教務部︑進路指導部︑ また︑その後の協議では︑百周 で会場を沸かせ︑会場が一体感

総会の様子
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