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学校祭終了
memories～594人のキズナ～深まる

学校祭のｍｅｍｏｒｉｅｓ
校長 髙 島 康 範

先日の台風１８号により、伊達市でも農作物や建物など
大きな被害を受けました。被害に遭われた皆様には、心よ
りお見舞い申し上げます。
さて、国際情勢が緊迫し更なるミサイルの発射が懸念さ

れる中、学校祭を予定通りに行えるかをとても心配しまし
たが、無事に終えることができてホッとしているところで
す。生徒たちが頑張ってきた取組の軌跡、作品やステージ
発表、そして生き生きと輝いている姿をたくさん見ていた
だくことができたと思っています。ご来校の皆様、バザー
担当の皆様に改めてお礼申し上げます。
閉祭式の中で、合唱曲で表現された大切な言葉（キーワ

ード）を、学校生活の中でも実現させていこうと話しまし
た。１年４組の合唱曲「HEIWA の鐘」（作詞・作曲 仲里
幸広）には、「ぼくらの生まれたこの地球（ほし）に 奇
跡を起こしてみないか 拳をひろげてつなぎゆく 心はひ
とつになれるさ 平和の鐘は 君の胸に響くよ」とありま
す。そうした社会であってほしい、そうした社会を作って
いかなければ…、まずは友だち・学級・学校、家庭・地域
から…、そうしたことを考えながら合唱を聴きました。
同じく閉祭式で、開校当時の学校祭のことについて触れ

ました。７０周年を迎え、特に式典等予定していませんが、
折に触れて生徒たちには伝統ある伊達中学校について伝え、
新たな歴史を刻む担い手であることを意識してほしいとい
う願いからです。小学校の間借り状態から中学校校舎に移
り、昭和２８年度の卒業アルバムから学校祭の写真が掲載
され、舞踊クラブの女子生徒がダンスを披露している様子、
弁論大会や手狭なステージで演劇をしている様子、初めて
行われたバザーのメニュー（ライスカレー４０、肉そば２
５円、中學まんじゅう２５円、しるこ１５円、）など、ど
れも貴重な資料です。
もう少し紹介しますと、１９６７年度のアルバムに壁新

聞の写真が初めて掲載、６８年度は学校祭の一環として
（？）５ｋｍ走、グラウンドで全校生徒のフォークダンス、
７５年度はフォーク・エレキ発表、ムード喫茶、体操部・
剣道部の発表、８３年に後夜祭でキャンプファイアーなど
があります。以前は生徒数が多かったことや体育館などの
関係で、今のように全学級が参加しての合唱コンクールは、

現在の校舎になってからかもしれません。
ちなみに、私が中学生だったのは４０年以上前のことで

すが、学校祭はありませんでした。記憶によると当時は１
週か２週毎に１時間程度のクラブ活動（将棋や書道、軽音
楽、美術、スポーツなど）があり、その時間帯で他の活動
の様子を見に行ったり、活動を公開したりすることが今の
学校祭のようなものでした。また高校は転校で２校通いま
したが、いずれも合唱コンクールはなく、一度も学級で合
唱に燃えるという機会がありませんでした。緊張しながら
も心を一つにして歌い、自分たちで学校祭を盛り上げよう
と様々な場面で頑張った伊達中の生徒たち。きっと、大人
になっても懐かしく鮮やかな記憶として残っていくことと
思います。
一番身近な人生の先輩（＝保護者）の話は、お子さんに

とって非常に新鮮であり、参考になることが多いと思いま
す。ご自身の中学・高校生活や行事の思い出、勉強や部活
動、進路で苦労したことなど、ぜひ食卓の話題としていた
だければと思います。

3年ライフサポート集会

学習の充実を

写真は3階ホールに準備された英語の学習プ
リントです(わかりづらいかもしれませんが)。
ずらっと並んだプリントは表裏印刷されてお
り、13枚分の内容です。1学期から2学期末まで
で学習する1年生の英単語です。
英単語数はたくさんありますが、これ

だけやったら十分というゴールが見えて
います。先生方は提出箱を設置して、生
徒の取組をサポートしています。

9月13日(水)3年生では伊達警察署
生活安全課の職員を招いて、飲酒、
喫煙、薬物乱用防止について、ＤＶ
Ｄの視聴と講話をいただきました。
成長期の身体への影響や害、恐し

さを学ぶ機会となりました。

生徒会を中心に各学級・学年、全校で作り上げた学校祭が
9月21，22日(木、金)の2日間で開催されました。保護者、地
域の皆様方にも支えられて成功した学校祭でした。ご支援ご
協力ご声援ありがとうございました。
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【陸上部】
〈室蘭地方新人戦〉入江 8/26～27

男子4×100ｍR 2位 48"51
(成田・大竹・西野・毛利)

個人男子
400ｍ 1位 西野 僚馬(2年) 56"96
800ｍ 1位 酒井 大和(1年)2'16"06

2位 西野 僚馬(2年)2'16"84
1500ｍ 2位 酒井 大和(1年)4'45"39
走高跳 1位 毛利 友哉(1年) 1ｍ55
走幅跳 2位 毛利 友哉(1年) 5ｍ26

〈北海道中学校新人陸上競技大会〉千歳 9/23～24
男子4×100ｍR 準決勝惜敗 予選タイム 47"68

(成田・大竹・西野・毛利)
個人男子
1年100ｍ 予選敗退 酒井 大和 12"90
2年100ｍ 予選敗退 大竹 結楽 12"45
400ｍ 予選敗退 西野 僚馬(2年) 56"63
800ｍ 予選敗退 西野 僚馬(2年) 2'14"56

予選敗退 酒井 大和(1年) 2'16"56
走高跳 11位 毛利 友哉(1年) 1ｍ55
走幅跳 予選敗退 毛利 友哉(1年) 4ｍ61

【卓球】
〈室蘭地区卓球選手権大会〉室蘭 8/11

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 準優勝 枝川 凜音(3年)
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 準優勝 細野 礼華・枝川 凜音(3年)

〈北海道卓球選手権大会〉函館 9/9～10

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3回戦敗退 菊地 颯太・大石龍之介
3回戦敗退 鈴木 翔太・栗山寿輝也

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 3回戦敗退 栗山寿輝也
13歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 4回戦敗退 青木 忠

女子13歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 4回戦敗退 鈴木 麻祐
3回戦敗退 千葉 瑛水

〈第16回室蘭ｵｰﾌﾟﾝ卓球大会〉室蘭 9/24
小中学生の部
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3回戦敗退

鈴木・栗山、菊地・大石、渡邊・八講
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 4回戦敗退 栗山

3回戦敗退 阿部、鈴木、大石、菊地
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ ベスト８ 鈴木

3回戦敗退 菊地

【野球】〈西胆振中学校新人戦〉館山 9/9
優 勝 1回戦 伊達 対 虻田 6-0

決勝戦 伊達 対 光陵 2-0

【ソフトボール】
〈胆振地区新人ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会〉苫小牧 9/2

優 勝 決勝戦 伊達 対 苫小牧青翔 9-7

〈ミズノ旗争奪北海道中学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会〉石狩 9/23～24
初戦敗退 伊達 対 札幌栄・北都中学校 0-18

〈全日本吹奏楽連盟北海道地区ｺﾝｸｰﾙ 札幌Kitara大ホール〉

〈中学校Ｂ編制の部 日胆地区代表〉 銅賞

今年度全道大会出場を果たした吹奏楽部は、7月末のコン

クール日胆地区大会後、伊達神社祭典での演奏、学校祭での

演奏を経て定期演奏会を迎えました。集大成となるこの演奏

会は「見せて聴かせる」演

奏会を心がけたそうです。

当日は保護者、地域の皆

様多くの方々にご来場いた

だき盛り上げていただきま

した。

1，3年は保護者進路説明会があります

13:15～14:05 授業参観
14:30～15:45 学年懇談会、説明会、

学級懇談会
すでに案内プリントを配付して
おりますので、教室や教科等を
ご確認ください。

参観日のご案内 10/31(火)

第35回 吹奏楽部定期演奏会 盛会裏に終わる

新食器の紹介がありました

伊達市食育センターの稼働を前に、新しく使われる食
器が紹介されました。新食器は樹脂製で落としても割れ
ません。どんぶりやカレー皿など専用のものがありました。

9月16日(土)今年度2回目の環境整
備作業に取り組んでいただきました。
1学期に続いて今回も天気に恵まれ、
汗を流していただきました。
写真は7月の1回目の様子ですが、

あっというまに花壇がきれいになり、
心地よさを感じるものでした。

PTA環境整備草取り

１０月２日（月）冬服準備期間開始、2計測・視力検査(3-1)
２年生防災学習(6校時)、室蘭東翔高校OS

３日（火）防災学習(8組5校時、1年6校時)
2計測・視力検査(3-2)

４日（水）フッ素洗口日、３年防災学習(5,6校時)
立会演説会リハ

５日（木）諸費納入日、2計測・視力検査(3-3)
生徒会立会演説会・選挙(5,6校時)
清掃なし、第2回学校運営協議会

６日（金）3年弁当持参日
英語検定、伊達高校OS

７日（土）卓球：北海道選手権大会(釧路～9日)
野球：全道新人戦(滝川～9日)
ﾃﾆｽ：ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会西胆振予選(北電～8日)
柔道：防犯柔道大会(伊達武道館)
大谷室蘭高校OS

８日（日）柔道：登別市民柔道大会(工学院)
サッカー：カブスリーグ(まなびの里)
吹奏楽：ふれあいｺﾝｻｰﾄ合同練習

９日（月）体育の日
１０日（火）冬服着用開始、2計測・視力検査(3-4)

校内授業研修、部活動なし、清掃なし
１１日（水）3年学力テストB、PTA役員会・理事会
１２日（木）フッ素洗口日、諸費納入日、部活動待機

2計測・視力検査(3-5)、室蘭清水丘高校OS
１３日（金）3年ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｨﾙｽ感染対策講話(4校時)

2計測・視力検査(2-1)、虻田高校OS
１４日（土）サッカーカブスリーグ(洞爺)

バスケ：室蘭地区新人戦(室蘭～15日)
バレー：胆振西部ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(あぶた体育館)

１５日（日）吹奏楽：ふれあいｺﾝｻｰﾄ(C.C)稀府小学芸会
１６日（月）任命式(5校時)、専門委員会、清掃なし

2計測・視力検査(2-2)
１７日（火）2年性の講話会(5,6校時)、3年進路相談

2計測・視力検査(2-3)
１８日（水）2年職業体験学習事前集会(6校時)

3年進路相談、フッ素洗口日、PTA広報委員会
１９日（木）諸費納入日、2年職業体験学習、3年進路相談

2計測・視力検査(1-1)
２０日（金）街頭指導、2計測・視力検査(2-4)、漢字検定
２１日（土）どさんこ子ども全道サミット(伊達高校)

バレー：室蘭地区秋季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(星蘭中)
羽球：秋季西部大会(あぶた～22日)
大谷室蘭高校OS、黄金小・東小学芸会

２３日（月）1年性の講話会(5,6校時)
2計測・視力検査(2-5)

２４日（火）学級議案審議(5,6校時)
2計測・視力検査(1-2)

２５日（水）フッ素洗口日、定例職員会議、部活動待機
清掃なし

２６日（木）諸費納入日、3年生徒進路説明会
2計測・視力検査(1-3)

２７日（金）総会用専門委員会、2計測・視力検査(1-4)
室蘭工業高校OS、清掃なし

２８日（土）バスケ：室蘭地区新人戦(登別～29日)
３０日（月）3年がん教育講話(6校時)

2計測・視力検査(1-5)
３１日（火）参観日、2計測・視力検査(1-6)

1，3年保護者進路説明会(14:30～)
清掃なし、部活動なし


