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文責：校長 白土 真二郎 

◆“換気”“マスク着用”“黙食”を徹底しよう！ 

 第 5 波では福岡県の 1 日の感染者数は

8 月 18 日の“1253 人”が最高でした

が、オミクロン株流行による第 6 波では

1 月 2７日に“3９５５人”となりました。 

急に感染者が増えた場合、収まるのも

早いと言われています。感染対策にきちんと取り組み、収束するのを辛抱強く

待つことが大切です。もう少しの我慢です。頑張ってください！ 

【特に気を付けること】 

 ①登下校中にもマスク着用！※熱中症のリスクが低い時期は着用する。  

②給食時間はマスクを外すのでリスクの高い時間。会話は禁止！ 

③体育や部活の時間も先生の指示に従い、マスクの着脱を行う。  

※マスクを外す場合は、ソーシャルディスタンスをとる。  

  ④教室の換気はこまめに行う。 

   ※休み時間に空気の入れ替えをすることを習慣化する。  

  ⑤正しいマスクの付け方をする。  

   ※「鼻だしマスク」「あごマスク」などは効果半減！ 

◆生徒会専門委員長が決定しました！ 

 ２学期に行った生徒会選挙により、会長、副会長、総務の７名が決定しました

が、その後、専門委員長も決定しましたのであわせて報告します。 

新生徒会執行部は冬休みの研修から、新入生説明会での動画の作成、それぞれ

の専門委員会の活動などに取りかかっています。活躍に期待しています。  

会  長    堤 大耀             副会長  石田 真帆、谷山 雅 

総務 2 年  倉元 麻衣、水上 まな  総務 1 年  岩﨑 大輝、徳永 響音 

中央委員長  河村 夏実、若杉 康平 学習委員長占部 修二、北浦 都 

生活委員長  岩崎 佑樹、坪根 未来 整美委員長橘木 直人、山脇 直子 

体育委員長  佐伯 星哉、中山 彩羽 図書委員長小田 美寧、野崎 将史 

給食委員長  安部 愛来、笠置 直響 

◆地域のおじいさんを救う！本校女子生徒 2 名の善行に感動！ 

 1 月 7 日(金)始業式の放課後、本校女子生徒 2 名 

(弓削奈津芽さん、小松 由奈さん)が、めまいにより 

千鳥足で車道をふらふらしていたおじいさんを保護 

し、肩をかして、二人で家まで送りとどけてくれま 

した。声かけはできるかもしれませんが、肩をかして 

家まで送っていくことができる人はなかなかいない 

と思います。非常にうれしく思い、感動しました！ 

http://www.city-fukutsu.ed.jp/fukumahigashi-j/


 ◆陸上部(駅伝)筑前 4 位！県大会出場へ！ 

1月 8日(土)博多の森陸上競技場で中体連筑前地区駅伝大

会が開かれ、本校からは男子の部へ出場しました。目標はト

ップ１０と聞いていましたが、最終ランナーの武富さんが最

後の３０ｍで前のランナーを抜き去り、順位を 4 位にあげ

見事県大会(２月 11 日)への出場を決めました！ 

【第 1 区】久冨 晃太、【第 2 区】西村 春飛、 

【第 3 区】広橋 陸、【第 4 区】石松 秀瑛、 

【第 5 区】田中 鼓太郎、【第 6 区】武富 勇樹 

◆ 東中生徒大活躍！！多くの表彰が行われました！！ 

３学期始業式では、多くの表彰が行われました。部活動や個人、それぞれが頑張

って活躍しています。主な表彰を紹介します。  

・卓球部(男子) 中体連宗像区新人大会 団体戦 第３位 

・バスケット部(女子)  中体連宗像区新人大会 準優勝 

・バスケット部(男子)  中体連宗像区新人大会 優 勝 

・サッカー部 第 8 回福津カップ 優 勝 

・陸上部  時安 咲歩（筑前地区新人大会 走高跳 ３位、走幅跳 ２位） 

谷山  雅 （筑前地区新人大会 砲丸投げ ２位） 

中村 優月（筑前地区新人大会 1 年 100ｍ ３位） 

・バレー部  宗像交流大会：準優勝 

・野球部  中体連宗像区新人大会 優 勝、宗像区秋季野球大会 準優勝 

・ソフト部  中体連宗像区新人大会 優 勝 

・体操  木下 こころ (福岡県新人体操競技大会 1 年女子個人総合 第 6 位) 

・ラグビー  中嶋 優成(ジュニアラグビー九州大会【男子の部】 優勝) 

      谷山  雅 (     〃      【女子の部】 優勝) 

・宗像区総合文化発表会(弁論大会)  坪根 未来 (優良賞) 

・市読書感想文コンテスト（特選：パーカー リア、徳永 奈愛）、(入選：古賀 路晟、

伊藤 萌乃佳、鶴田 雪乃、大濱 由衣、黒木 心結)、（佳作：北園 千紘、手島 莉碧、

小田 美寧、八波 怜音、永松 愛彩、髙木 涼真、高峰  桜、浅野 達朗、藤岡 俊） 

・区中文連「群友」掲載（作文の部：徳永 響音、坪根 未来、松下 紗邦）、(韻文の部：

古賀 路晟、久田 成流、大濱 由衣、松下 紗邦、神宮 佑亮) 

・区英語スピーチコンテスト  (優秀賞：新德 瑞紀、弓削 奈津芽、徳永 奈愛) 

・「社会を明るくする運動」作文コンテスト（優良賞：麻生 春菜、納富 早希） 

・宗像区総合文化発表会(理科自由研究の部)（優秀賞：坪根 未来） 

・区中文連「習字の部」入  選（佐藤 姫愛、田中 瑛里香、石田 真帆、山本 優月、 

三坂 茜、坪根 未来、日高 紗菜、山脇 直子、谷石 愛実、畑添 真美、松崎 秀南美 

福嶋 心桜、石川 葵、佐藤 乃愛、野口 こはね、片山 葵、古賀 梨楓、松尾 厘那） 

◆行事予定◆ 

 

 

 

１日（火）～３日(木) 私立北九州一般入試 ３月３日（木） 古賀竟成館高校一般入試
３月８日（火） 公立一般入試
３月１１日（金） 卒業証書授与式
３月２４日（木） 修了式
４月６日（水） 始業式
４月８日（金） 入学式２月７日（月）～

　　　　　８日（火）
県立公立推薦、博多青松Ⅰ期入試

２月の主な行事予定 今後の主な行事予定

４日（金）
私立福岡前期入試、

学力分析テスト（１・２年）
２月８日（火）～
　　　　　１０日（木）

期末考査

※2年生修学旅行は、来年度に延期しました。


