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例年とは少し違った夏休みが終わり、第 2 学期が始まりました。皆さんどのように過ごしていたでしょうか？
そして体調は大丈夫ですか？コロナの波もまだ終息が見えませんが、一人ひとりが予防に努めましょう。
さて、第 31 期高校生徒会執行委員が中心となって作る新聞も今回が最後になります。今まで本当にありがと
うございました。第 32 期の皆さん、東明館高校をもっともっと活気あふれる学校にしていってください。よろ
しくお願いします。それでは活動報告です。

６･７月高校生徒会活動報告
【6 月 12 日 自転車マナーアップモデル校指定書交付式】

今年は東明館がマナーアップモデル校です。
自転車マナーをしっかりと守って登下校しましょう。
【6 月 18 日 高校生徒会長・副会長選挙】
新しい東明館高校のリーダーを決めるための
選挙が行われました。
質疑応答も活発でした。
会計・書記の 4 役をはじめ、各種委員長・副
委員長も含めた計 20 名で第 32 期高校生徒会
執行委員会を結成します。
今後の活躍に期待しています！
【7 月 16 日 生徒総会】
今回の総会は第 31 期活動総括と、第 32 期活動方針発表でした。新型コロナウイルス感染防止対策のため密を
避け、放送での開催となりました。マイクに向かって思いを伝えます。
総会の後は、第 31 期のメンバーでお世話になった生徒会室の大掃除・解散式を行いました。

【第 31 期生徒会執行委員より、活動を終えて】※第 32 期執行委員がインタビューしました。
一年間を終えて、後輩たちへメッセージをお願いします。
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６･７月中学生徒会活動報告
【今月の委員会】～保健委員会～
○内科検診･･･持ってくるもの、何をするかなどのお知らせ
○身体測定･･･「体操服を持ってくるように」などのお知らせ・視力検査の場所作りの手伝い
○腎臓検診･･･腎臓検診のためのキットの配布・注意事項の説明
その他、コロナウイルス対策で、換気や消毒液の補充をしました。
換気を忘れている時もあったので、来月はより心がけていきたいと思います。
消毒はみんなこまめに出来ていたのでよかったです。

【７月各種委員会報告】7 月 29 日中学各種委員会を行いました。
議題：７月の反省と８月の月目標決め
ＨＲ委員会：7 月はベル着ベル礼ができていなかったり挨拶ができていなかったりした。また、授業中のおしゃ
べりや先生によって態度が変わるということもあった。
8 月の目標は、生活習慣を整えて万全の状態で学校に行こう。となりました。
代議員会 ：7 月は直接内容を伝えられなかったけど、ＦＢＴの復習を通して次のテストも頑張ってほしい。と
いう反省でした。
8 月の目標は、7 月に続いて暑さに負けず、夏季補講を集中して取り組もう。です。
風紀委員会：7 月は全学年を通してマスクの着用を完全にはまだ徹底できていなかったです。
8 月の目標は、服装の着方に気をつけて涼しく過ごそう。に決まりました。
美化委員会：7 月は全体的に掃除ができているところとできていないところがありました。
8 月の目標は、オープンスクールに向けて、すみずみまで掃除をし、身の周りの整理整頓を心がけ
よう。です。
体育委員会：7 月は集団行動について、足がそろっていなかったり、声が出ていなかったりしました。
8 月の目標は、熱中症に気をつけよう。に決まりました。
保健委員会：7 月は水分補給をして熱中症に気をつけているクラスとそうでないクラスがありました。
8 月の目標は、コロナウイルス対策のため、マスクをつけよう。また、それにより熱中症のリスク
が高まるので気をつけよう。に決まりました。
文化委員会：7 月はベルマークを入れてもらえるような工夫をあまり出来ておらず、集まらなかったという反省
がありました。
8 月の目標は、放課後などに声かけをして、ベルマークを入れてもらおう。です。
図書委員会：7 月は、月目標を早く決めることができたが、決めるだけで他に何も連絡をすることができなかっ
た。また、おしゃべりや私語が多かったという反省がありました。
8 月の目標は、平日の朝読書だけでなく、休日にも本をたくさん読むことを心がけよう。に決まり
ました。
※この他、高校 3 年生の
進路実現を願って鶴文字作成、
美化活動の一環でスイセンの
球根を植えるなどの活動を
行いました。

