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第３５回持久歩大会
 

 酷暑の夏もようやく終わりを迎えようとしています。さわやかな秋の訪れとともに、今年も恒例

の持久歩大会の時期がやってきました。

 保護者の皆様のご協力により、伝統のこの行事も今年で３

年前、香川用水の調整池「宝山湖」

ても再認識できる良い機会になっていると考えております。昨年は天候

のうち９２％の生徒が完歩し，たいへん収穫の多い大会でした。日常の生活では

との少なくなった昨今、約４２.１９５

三豊工業高等学校でしか味わえない大変貴重な体験です。この長い距離を完歩することによって

生徒のみなさんは忍耐力を培い、お互いに励まし合い友情を深め、協力する態度を身につけること

ができると考えています。そしてこの経験は、

とと信じています。 

 PTA 役員の皆様には、例年のように各関門でのご協力をよろしくお願いいたします。また、保護

者の方のご参加も歓迎いたしますので、

ております。歩く距離については、全部でも一部でもかまいません。担任を通じてお申

さい。なお、持久歩大会に参加される保護者

をして参加していただきますようお願い申し上げます。

 大会は下記の日程で行います（時刻については予定です）

ろしくお願いいたします。 

 

 

日 程：平成２４年１０月５日（金）

   ７時２０分 玄関前に集合・点呼

     ７時２５分 校長激励            

   ７時３０分 出発                

     ９時４５分 第一関門先頭出発

１０時３５分 第一関門最後尾出発

    １１時００分 ⑮ポイント（宝山湖）

   １２時２５分 最後尾出発（宝山湖）

  １２時１０分 第二関門先頭出発

    １３時３０分 第二関門最後尾出発
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回持久歩大会に向けて    保健体育科 前川

酷暑の夏もようやく終わりを迎えようとしています。さわやかな秋の訪れとともに、今年も恒例

ました。 

保護者の皆様のご協力により、伝統のこの行事も今年で３５回目を迎えることになりました。

香川用水の調整池「宝山湖」に給水ポイントを置くルートに変更して、香川の水事情につい

きる良い機会になっていると考えております。昨年は天候にも恵まれ、参加した生徒

のうち９２％の生徒が完歩し，たいへん収穫の多い大会でした。日常の生活では

１９５ｋｍの自然のコースを、友達や先生方と一緒に

三豊工業高等学校でしか味わえない大変貴重な体験です。この長い距離を完歩することによって

は忍耐力を培い、お互いに励まし合い友情を深め、協力する態度を身につけること

ができると考えています。そしてこの経験は、何物にも代えることができない貴重な宝物

役員の皆様には、例年のように各関門でのご協力をよろしくお願いいたします。また、保護

者の方のご参加も歓迎いたしますので、ともに秋の三豊路を歩き交流を深めていただきたいと思っ

歩く距離については、全部でも一部でもかまいません。担任を通じてお申

に参加される保護者および生徒のみなさんは、健康に留意し

をして参加していただきますようお願い申し上げます。 

（時刻については予定です）。保護者の皆様のご理解とご協力をよ

日（金）  １３時４５分 第三関門先頭出発

玄関前に集合・点呼    １４時３５分 本校に先頭帰着予定時間

                  ゴールチェック終了後

                  １７時２０分 最後尾帰着

第一関門先頭出発    

第一関門最後尾出発   

⑮ポイント（宝山湖）   

最後尾出発（宝山湖）   

第二関門先頭出発   

第二関門最後尾出発         

平成２４年１０月１日

        No.No.No.No.

昨年の持久歩大会 

香川県立三豊工業高等学校 

 

大野原町大野 5537 番地 

FAX (0875)52-3012 
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前川 正勝 

酷暑の夏もようやく終わりを迎えようとしています。さわやかな秋の訪れとともに、今年も恒例

回目を迎えることになりました。数

ルートに変更して、香川の水事情につい

にも恵まれ、参加した生徒

のうち９２％の生徒が完歩し，たいへん収穫の多い大会でした。日常の生活では長い距離を歩くこ

先生方と一緒に歩くことは、

三豊工業高等学校でしか味わえない大変貴重な体験です。この長い距離を完歩することによって、

は忍耐力を培い、お互いに励まし合い友情を深め、協力する態度を身につけること

ない貴重な宝物になるこ

役員の皆様には、例年のように各関門でのご協力をよろしくお願いいたします。また、保護

に秋の三豊路を歩き交流を深めていただきたいと思っ

歩く距離については、全部でも一部でもかまいません。担任を通じてお申し込みくだ

健康に留意し、十分な準備

。保護者の皆様のご理解とご協力をよ

第三関門先頭出発  

本校に先頭帰着予定時間 

ゴールチェック終了後解散 

最後尾帰着 

平成２４年１０月１日 

No.No.No.No.９９９９９９９９    



    

平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年                                                                    行事予定表行事予定表行事予定表行事予定表    

    

三豊工祭・サイエンスフェスタ開催 
10 月 28 日（日） 

みなさんお誘い合わせのうえぜひご来校下さい。 



☆☆☆☆５０５０５０５０周年記念周年記念周年記念周年記念メモリアルボードメモリアルボードメモリアルボードメモリアルボード
創立５０周年記念のメモリアルボードを

工５０年 つなげ技と心」をアルミの

機ＥＬパネルで光る）、学校と生徒会

を結集したものです。始業式後に除幕式

夏休み前から製作に取り掛かり、

り上げたメモリアルボードは台風が

ともしません。夜にはライトアップされてい

るのでぜひ一度ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆☆先輩講話先輩講話先輩講話先輩講話                                        
本校体育館で、和太鼓演奏家の三好大地氏

れの第５回卒業生で、卒業後は会社勤

決意し、技と心の鍛錬を続けられ、

っています。当日も機材の搬入からセッティング

ッフの3人で行っていました。 

腹の底に響く太鼓の重厚な音と、

葉に、生徒たちは時のたつのを忘れ

空間を大先輩と共有していました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆☆プロをプロをプロをプロを講師講師講師講師とするとするとするとする授業授業授業授業                                        
 株式会社四電工より４人の講師を

義をしていただきました。まず配電線路

使用される電線や工具を使っての

普段は高い電柱上で作業していてよく

いへん貴重な時間を過ごすことができました

 

    

    

    

    

    

    

        

メモリアルボードメモリアルボードメモリアルボードメモリアルボード除幕式除幕式除幕式除幕式                                                    
のメモリアルボードを正門横に設置しました。このボードは

をアルミの鋳物で、校章は真鍮で、シンボルマークはアクリル

生徒会の名称は木工で作られており、まさに三豊工

除幕式を行い、生徒や教職員全員でその完成を

、生徒会をはじめ機械技術部の生徒や各科の先生方

が来てもびく 

にはライトアップされてい 

                                                                                                        
三好大地氏をお招きし、先輩講話を行いました

会社勤め、独立しての社長業ののち、３８歳で「

、現在は兵庫県篠山市を拠点に全国はもとより

からセッティング、音合わせから演奏まですべての

、心に響く三好氏の言 

れ、すばらしい時間と 

。 

                                                                                
を招いて、電気科２年生を対象に９月２０日（

配電線路について説明を受けた後、グラウンドに

の間接活線工事や電線の接続の仕方、また高所作業車

していてよく分からないことを、実際に体験することにより

ごすことができました。 

                9999 月月月月３３３３日日日日（（（（月月月月））））    
このボードは、テーマである「三豊

シンボルマークはアクリル板で（夜は有

三豊工の「ものづくり力」

を祝いました。 

先生方が一丸となって作

            9999 月月月月４４４４日日日日（（（（火火火火））））    
いました。三好氏は伊吹島生ま

「太鼓打ちになる！」と

はもとより海外でも演奏活動を行

まですべての作業を三好氏とスタ

                                        9999 月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））    

（木）の５・６限目に講

グラウンドに出て実際の電気工事で

高所作業車を体験しました。

することにより理解が深まり、た



☆☆☆☆第第第第２２２２回回回回ちょボラ・クリーンアップちょボラ・クリーンアップちょボラ・クリーンアップちょボラ・クリーンアップ
 第 2 回ちょボラ・クリーンアップ

気候の中で清掃活動を行うことができました

辺までを職員と一緒に手分けをしてゴミを

なっている地域に少しでも貢献でき

多数の参加を期待しています。 

 

 

 

 

☆☆☆☆香川西部養護学校香川西部養護学校香川西部養護学校香川西部養護学校のののの運動会運動会運動会運動会
香川西部養護学校の運動会が開催

に要望を聞いて、この日のために課題研究

ーエン」のお披露目がありました。

盛り上がりとなりました。他にも、

ゆみちゃん」のセッティングや用具係

まで競技に取り組む姿に大いなる声援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆☆第第第第 2222４４４４回全日本回全日本回全日本回全日本ロボットロボットロボットロボット
大阪府立布施工科高等学校で第２４

近畿大会が行われました。エントリー

型合わせて約 1３0 台という大規模

校メカトロ部からは１６台のロボットが

は 1 年生電子科の合田祐大君が、６

ることが出来ました。この成績により

日(日)に両国国技館で行われる全国大会

大会においてもすばらしい結果が残

す。 

 

 

 

 

昭和昭和昭和昭和５６５６５６５６年度年度年度年度６６６６月月月月１１１１日日日日、、、、校訓校訓校訓校訓
読み方  じじょうれんま 

意 味  人間が生活で直面するあらゆる

     磨いたり刀を鍛錬するように

出 典  「伝習録巻下」の中での

原 文  「 人 須 在 事 上 磨

 

 制定当時の碑は校長室横の石庭

後、正門の大改修工事と同時期に

ました。 

ちょボラ・クリーンアップちょボラ・クリーンアップちょボラ・クリーンアップちょボラ・クリーンアップ活動活動活動活動                                                
ちょボラ・クリーンアップ活動が行われました。台風一過で夏の暑さも

うことができました。参加生徒は総勢１００名で学校の

けをしてゴミを拾いました。校外を清掃することによって

でき、とても気持ちの良い放課後となりました。次回

運動会運動会運動会運動会にボランティアでにボランティアでにボランティアでにボランティアで参加参加参加参加                    
開催され、進学クラスの生徒がボランティアとして

課題研究で製作した玉入れ装置の「タマちゃん」

。夏休みや放課後遅くまで残って完成させた装置

、本校の先輩が徒競走用に寄贈した車椅子補助装置

用具係を担当しました。本校生徒も、西部養護学校

声援を送っていました。 

ロボットロボットロボットロボット相撲大会近畿大会出場相撲大会近畿大会出場相撲大会近畿大会出場相撲大会近畿大会出場                            
２４回全日本ロボット相撲

エントリー数は自立型、ラジコン

大規模な大会となりました。本

のロボットが出場しました。結果

６位入賞という成績を収め

により、合田君は１２月１６

全国大会に出場します。その

残せるように期待していま

昭和５６年度（1981

校訓校訓校訓校訓「事上錬磨」制定制定制定制定    ! !! !! !! !    

するあらゆる物事に即して、玉を 

するように心身を磨き鍛えること 

での「王陽明」の言葉 

磨 錬 做 功 夫、及 有 益。」 

石庭の中に設置されました。その

に今の体育館横の庭に移動され

        9999 月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））    

さも和らぎ、気持ちの良い

の周辺から JR 豊浜駅周

することによって、いつもお世話に

次回は 11 月予定です。

                            9999 月月月月 2222２２２２日日日日（（（（土土土土）））） 

ボランティアとして参加しました。事前

」と、旗振り装置の「オ

装置はうまく作動し、大

車椅子補助装置「すすむ君」と「あ

西部養護学校の児童・生徒が最後

                        ９９９９月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））    

1981 年度） 

制定当時 


