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子どもを事件・事故から守るために
～座間市の事件から見えるもの～
極端 な言 い方 です が、 もしス マホ がな かっ たら 、座 間市 のあ の恐 ろし い事件 はお こら なか っ
た ので はな いか と思 いま す。容 疑者 と被 害者 を結 びつ けた もの はＳ ＮＳ のツイ ッタ ーの 書き 込
み でした。全く面識 のない他 人同士が、ツイッ ター上で知 り合い、事件に巻 き込まれ てしまう。
悪 意を 持っ た人 間が 、こ の「道 具」 を悪 意を もっ て使 用す ると 、こ んな 凄惨な 事件 まで 起こ っ
て しまうとい うこと がこの事件 から見え てきます 。
行田 市教 育委 員会 では 、平成 ２７ 年度 に「 行田 版 ケイ タイ ・ス マホ 家庭 の約 束」 を策 定
し 、推 進し てき まし た。 本校で も先 日保 護者 の皆 様に 「家 庭の 約束 」を 改めて 配布 いた しま し
た 。ぜ ひと も、 他人 事と とらえ ずに 、お 子さ んと 話し 合い 、今 一度 「家 庭の約 束」 を再 確認 し
て くだ さい 。そ して 、お 子さん を事 件・ 事故 から 守っ てく ださ い。 ９人 の被害 者の 内４ 人は 女
子 高校生、３ 人は埼 玉の女性、 最年少は １５歳と 報道されて います 。

秋の行田中スクールライフ
～様々な行事が行われ、行中魂で頑張りました！～
合唱 コ ン クー ル
どのクラスも真剣に、心のこもった合唱を披露して、とても感動的でした。
最優秀賞の３年３組、優秀賞の３年２組は、それぞれ東部北地区音楽会、行田市小中学校音楽祭
に出場しました。
体験 学習講 座
行田 中の 伝統 行事 です 。地域 の方 や教 師が 講師 とな り、 お茶 、お 花、琴 、ダ
ンス、 お菓子 作りなど１７ の講座 を開設しま した。
校 内ロード レース大 会
行 中生の 全力を尽く す姿、友達を応 援する姿 が随所に見 られまし た。
息 を切 らし なが ら全力 で走 る行 中生 の姿 を見 て、 感動 しま した。 中に は、 陸王 にち なみ 「足
袋（た び）」 で走る３ 年生男子も いました 。
救命 入門コ ース
２ 年生 を対 象に 行い ました 。こ れは 、不 慮の 事故 の際 に少 しで も助け られ
る人を 増やす ために、行田市が取 り組んで いる救急 救命活動 の一環と して行われ たもので す。
「I am a safer． ～助 けられる 人から助 ける人へ ～」。 まずは、第 一歩の講習 です。

