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３ 駐車場について 

保護者用の駐車場は、ありません。お車での来校を控えていただきますようお願い申し上げます。皆

様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。 

自転車のための駐輪場のみ、バスケットボールコートに準備しますのでご利用ください。その際は、

正門を通って校地内へ入ってください。※校地内は、来賓用の駐車場になります。 

 

４ 写真等の撮影に関わるお願い 

保護者の方が撮影した学校行事等写真をフェイスブック等、インターネット上に載せることで、トラ

ブルが起こっている学校があると聞きます。生徒等が写っている写真をフェイスブック等、インターネ

ット上に掲載することはご遠慮ください。なお、学校では、ＨＰ等のインターネット上に写真を載せる

場合、肖像権の確認や写真に加工するなど、十分に配慮しています。 

 

◇羽島郡二町 立志塾 

１０月８日（火）～１１日（金）において、国立乗鞍青少年交流の家で研修を行います。岐南中学校か

ら、２年生の生徒８名が参加します。立志塾参加メンバーを紹介します。 

真木 彩那さん、大塚 啓輔さん、裏野 杏実さん、酒向 志帆さん 

野崎 拓光さん、加藤 大貴さん、小島 知誉さん、水野 里栄菜さん（以上８名） 

 

 

８月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします。）  

〇２７日（火）、２８日（水） ドリーム学習会 

○２９日（木）３０日（金） 前期期末テスト 

 

９月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします） 

○ ７日（土）資源回収       ※予備日２８日（土） 

○１４日（土）スポーツステーション ※予備日１５日（日）、１８日（水）振替休業日１７日（火） 

 

１０月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします） 

 ○ ２日（水）３日（木） ２年職場体験   

○ ３日（木）３年高校一日入学 

○ ４日（金） 前期終業式        

○ ５日（土）～１４日（月）秋季休業日（キッズウィーク） 

○ ６日（日）岐南町民運動会       ○１５日（火）後期始業式 ※給食あり、昼で下校    

○１６日（水）実力テスト         ○２０日（日）ぎふ清流駅伝 ぎなんフェスタ 

○２８日（月）教育実習開始  

    

  

■「秋の全国交通安全運動」が実施されます。９/２１（土）～９/３０（月） 

 「子どもと高齢者の交通事故防止」を中心に、夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車

乗車中の交通事故防止をめざして取り組まれます。全ての座席のシートベルトの

着用など、各ご家庭においても呼びかけていただきますようお願いします。 


