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「時を守り、場を清め、礼を正す」

「2学期スタート」
校長

堀

浩次

【２学期始業式の言葉より】※一部省略。
いよいよ、今日から二学期が始まりました。
３７ 日間 の夏 休み はど う でし たか 。と ても 暑い 毎日が続
き まし た。 台風 や大 雨も あ りま した が、 夏休 み中 、大けが
や 病気 、交 通事 故等 の報 告 もな く、 とて も良 かっ たと思い
ま す。 健康 や交 通安 全に 、 皆さ ん一 人ひ とり が心 がけてく
れ たか らだ と思 いま す。 感 謝し たい と思 いま す。 ありがと
うございました。
しかし、一方で新型コロナが一向に収まる気配は見えず、
そ れど ころ か滋 賀県 にま で 緊急 事態 宣言 が出 され ることと
なってしまいました。
昨年 は一 斉の 臨時 休校 と なり 、す べて の学 校生 活がスト
ップしてしまいましたが、今回はそうならなかったことは、
あ りが たい こと と感 じて い ます が、 やは り、 大き な制約を
受ける中で学校生活を送らなければならないことなります。
本校においても２学期は、体育大会、文化祭、ヨシ行けどんどん作戦、修学旅行など、多くの行
事が予定されていますが、見直しを余儀なくされています。
先生たちは、少しでもできることは工夫をし、皆さんの活動を保障していきたいと考えています。
そのためには、先生も生徒も、みんなが協力して、「コロナからびわ中を守るんだ」という気持ち
と行動が必要だと考えています。手洗いや消毒、換気など今まで以上の感染防止に取り組み、みん
なで力を合わせ、この困難を乗り切っていきたいと思います。キーワードは優しさと思いやりです。
コロナ禍のみならず、これからの世の中は予測困難な時代とも言われています。このような社会
において求められるのは、「自ら考え行動し、仲間と共に解決に取り組んでいくこと」だと考えて
います。豊かな社会を築いていくために、さらに人々が互いに思いやり、力を合わせていかなけれ
ばなりません。これからの新しい時代を築くのは、間違いなく今ここにいるみなさんです。
今はみんなで力を合わせて、一日も早く、通常の学校生活に戻れるよう健康管理に気を付けて頑
張りましょう。

現在 、滋 賀県に 緊急 事態宣 言が出され 、市内で
の 新型 コロ ナウイ ルス の感染 についても 依然拡大
傾 向に あり ます。 この 状況を 考慮し、本 校におい
て も、 新型 コロナ ウイ ルス感 染症への対 応レベル
を引き上げ、感染予防に努めているところです。
また 、市 教育委 員会 より、 体育大会を はじめと
す る学 校行 事や部 活動 につい て、１０月 以降に延
期 し９ 月末 日まで は行 わない ことの通知 がありま
した。
つきましては、9・10月に予定しておりました
行 事に つい て、時 期を 変更し 、規模を縮 小するな
ど して 感染 防止に 配慮 した上 で実施した いと考え
ております。
生徒 にと って安 心・ 安全で すこやかな 学校生活
を 送れ るよ う努め て参 ります ので、ご理 解とご協
力 をい ただ きます よう 、よろ しくお願い いたしま
す。
※現時点の予定であり、今後の感染状況により変更となる場
合があります。

■体育大会
9月11日（土）→10月19日（火）
※半日開催とします。
※ 11日（ 土） は休 業日、 13日（ 月） は
課業日（給食あり）とします。
■ヨシ行けどんどん作戦
9月25日（土）→10月1日（金）
※職員、生徒のみで分散して実施します。
※ 25日（ 土） は休 業日、 27日（ 月） は
課業日（給食あり）とします。
■修学旅行
9月30日（木）10月1日（金）
→ 10月以降に延期して実施。
詳細については現在調整中。
■中間テスト
10月22日（金）→10月4日（月）
■文化祭
10月29日（金）→10月27日（水）

令和３度 中体連

夏季総合体育大会・吹奏楽コンクール びわ中生の活躍

競技種目

ブロック大会結果

県大会結果

軟式野球

びわ中

バレーボール

女子

びわ中

バスケットボール

男子

びわ中 ３１－６９ 湖西中

女子

びわ中 ２８－４７ 長浜西中

男子

ソフトテニス
女子

卓 球

男子

水 泳

女子

０－２

０－１２ 長浜北中

余呉小中

【団体】
びわ中 １－２ 高月中
【個人】
中村・澤村組 ベスト８
【団体】
びわ中 ３－０ 長浜東中
３－０ 長浜西中
２－０ 浅井中
０－２ 長浜北中
【個人】
冨岡・北川組 第３位
吉川・前川組 ベスト８
饗場・森川組 ベスト８

個人１ペア
県大会出場

準優勝
県大会出場

個人３ペア
県大会出場

【団体】
びわ中 ０－３ 浅井中
２－３ 湖北中
【個人】
中川（穂）さん、ベスト１６
中川（漣）さん、ベスト１６
西村さん、
ベスト１６
【自由形】200m 橋本さん ３位
400m 橋本さん ２位

※個人参加

県大会出場
県大会出場

【個人】
◎澤村・中村ペア
一回戦 ４－１ 附属中ペア
二回戦 １－４ 守山中ペア
【団体】
びわ中 １－２ 打出中
【個人】
◎吉川・前川ペア
一回戦 ４－０ 八幡東中ペア
二回戦 ０－４ 朝桜中ペア
◎饗場・森川ペア
一回戦 ４－２ 湖西中ペア
二回戦 ４－３ 青山中ペア
三回戦 １－４ 日枝中ペア
◎冨岡・北川ペア
一回戦 ４－２ 松原中ペア
二回戦 ４－３ 湖北中ペア
三回戦 ０－４ 朝桜中ペア

【自由形】200m 橋本さん ３位
【近畿大会出場】
400m 橋本さん ２位
【近畿大会出場】

近畿大会出場！
８月５日（木）
、近畿大会水泳女子の競技が、神戸市ポートアイランドスポーツセンターで行われ、橋本さん
が出場しました。惜しくも入賞は逃したものの、強豪選手を相手に素晴らしい泳ぎを見せてくれました。
健闘を讃えたいと思います。
吹奏楽コンクール

吹奏楽部

７月２８日(水) 滋賀県吹奏楽コンクール
北部地区予選
銀賞

