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☆★☆10 月 9 日（日）初の試み 西地区ふれあい祭と西中ふれあいフェスタ同日開催★☆★
西地区ふれあいまつりと西中学校「Ｈｅｙ西ふれ

芋、おでん、フランクフルト等、公民館を中心に販
秦野市立西中学校長
関野 信好

あいフェスタ」（バザー）が今年度、コミュニティ

売されます。公民館では、ステージで芸能大会、そ

スクール活動の一環として同日開催となりました。

の他、子どもの工作教室、健康相談、農産物の展示

中学生が、地域の方と交流することで地域の一員と

などさまざまな企画が用意されています。ぜひ、多

しての意識を高めるということをねらいとしてい

くの方にお出かけいただければありがたいです。

ます。当日は、地域の祭に参加したり、朝の準備と
夕方の片づけをしたりしながら交流を図っていき
たいと考えています。当日は、吹奏楽の生徒が、西
公民館での開会式前の演奏（午前 10 時頃の予定）
や午前 11 時からの中学校校庭でのマーチング演奏、
ステージで、中学生の有志による演奏やダンス、恒
例の生徒会の演劇も披露されます。バザーは、西地

合唱コンは 10 月 19 日 12 時 45 分スタート

区ふれあいまつりのバザーと中学校のバザーが同

19 日（水）文化会館での 70 周年記念式典の後、合唱コン

じ体育館で販売いたします。中学校会場では、やき クール開会式は 12 時 45 分からスタートします。1 年生は、
そば、たこ焼き、おにぎり、ポップコーン、フルー １３：００からスタートし、２年生は１３：３０、3 年生は１４：３５か
ツポンチ、からあげ、ハッシュドポテト、生徒会が らの予定になっています。その後３年選抜合唱、閉会式の
販売するワッフル等、地域の祭では、かき氷、焼き 予定で実施します。当日の下校は、文化会館 16：30 の予定
になっています。子どもたちが一生懸命に取り組んだ合唱

70 周年記念式典を行います

の成果をお楽しみいただければ幸いです。

♪♪<合唱コンクールクラス曲>♫♪
１０月１９日（水）秦野市文化会館大ホールで西中
７０周年記念式典を行います。当日は 10 時 10 分から
式典を始めます。内容は、来賓（議員、教育委員会、
の歴代Ｐ会長、歴代校長先生、西中同窓会長、Ｐ会長）
のお言葉の後、生徒会長の言葉、記念品の贈呈の後、
西中の卒業生の佐野美三雄さん（上地区在住）の講演
「西中の歴史を語る～戦後そして開校～」というテー
マで約３０分のお話を聞く予定になっています。70 年
の西中の開校当時の歴史を知り、歴足に学びたいと思
います。地域・保護者の多くの支援で続いてきた西中
をふりかえり、母校を大切にする気持が育って欲しい
と思います。当日、文化会館にぜひお越しください。

〔１年生〕
１組 カリブ夢の旅 ２組 この地球のどこかで
３組 今日は君のＢirthday ４組 マイバラード
５組 はばたこう明日へ r
〔２年生〕
１組 空駆ける天馬 ２組 明日へ ３組 心の瞳
４組 海・風・光

６組 ＣＯＳＭＯＳ

５組 ＯＭＮＩＢＵＳ ＳＴＡＲ 光年の旅
〔３年生〕
１組 手紙

２組 風が吹いている

３組 友

４組 花になる

５組 ＹＥＬＬ

６組 道

●○●今年も競技終了後の校庭に校歌が響く 70 年目の西翔祭●○●
台風が次から次へとやってくる今年の秋の初めで、雨に悩まされた準備期間でした
が、９月１０日（土）は絶好の天気に恵まれ、第２８回西翔祭を開催しました。総合優勝
は、青色チーム（3－2 2－2 1－2）準優勝は黄色チーム（3－3 2－4 1－3）に輝きま
した。３位は水色チーム（3－1 2－6 1－5） 応援賞は、黄色チーム、赤色チーム （3
－6 2－1 1－1）と水色チーム、応援合戦賞は、黄色チーム 応援特別賞は水色チー
ムと緑チーム（3－4 2－5）チーム旗賞は、黄色チーム、特別賞は橙色チーム（3－5 2
－3 1－4）が特別賞を分け合いました。どのチームも夏休み中から練習に取り組み、熱
気あふれる体育祭となりました。結果はそれぞれ僅差でした。今年も、競技終了後の西
中生が一つの輪になり、校歌を歌い互いを褒め称え合う姿が印象的でした。

☆☆☆かがやく西中生☆☆☆
◆中地区水泳新人大会

・・・・最優秀賞を○○○○さんが受賞・・・・
６回目を迎えた秦野市スピーチコンテストが９月１８日（日）
秦野市文化会館で開催されました。市内各中学校から 12 名
が参加、西中からは○○○○さん、○○○○さん、○○○○
さんが参加し、すばらしいスピーチを披露してくれました。○さ
んはお母さん、○○さんはデザインについて、○○さんは、英
語という共通の言語により互いの思いを理解し合うことを、素晴
らしいスピーチで紹介してくれました。審査の結果、○○○○
さんが、見事優勝の栄冠に輝きました。昨年の岩田真衣さんに
続き西中から 2 年連続の最優秀賞受賞となりました。

１位 ４００Ｍ自由形

○ ○○ ２位 ○ ○○

２位 男子４００Ｍメドレーリレー

１位男子共通 4×100Ｒ

○○ ○ ○○ ○○

１位 女子１年 4×100Ｒ

○○ ○○ ○○ ○○

１位 女子１５００Ｍ

第１位女子８００Ｍ ○○○○○

１位 男子２００Ｍ ○○○○ １位 男子１００Ｍ ○○○○
１位 男子４００Ｍ ○○○

★ 吹奏楽

10/2

★ 野 球

10/15

東関東マーチングコンテスト 千葉市

（渋沢中・西中）

１位 女子砲丸投 ○○○○

１位 １００Ｍ自由形 ○○○○ 1 位 女子 4 種 ○○○○
１位 走り高跳 ○○○○ ※ 紙面の都合で市大会 1 位のみ掲載
◆秦野市新人大会

○●○新人戦・コンクール予定○●○

○○、○、 ○○、○

◆秦野市中学校体育大会男女総合優勝

水泳部

いわて国体で○○○○さん 100Ｍ平泳ぎで３位入賞 ＮＨＫで 11 日放映
９月１１日（日）ＮＨＫＥテレで放映されました・・

男子総合３位

1 位 男子４００Ｍフリーリレー

男女総合優勝
○○ ○○ ○○ ○

1 位男子４００Ｍ自由形 ○○○１位１００Ｍ自由形 ○○○○○
1 位 男子１００Ｍ背泳 ○○○○1 位５０Ｍ自由形 ○○○○
男子バスケットボール部秦野市大会

プレ新人戦

優勝

市読書感想文コンクール優秀賞 ○○○○ 優良賞○○○○

10/22 （秦野球場）

小林るり

★ サッカー

10/15 ，22 （おおね公園）

★ 卓 球

10/15，16

岩瀬
２４日（土）にジャンボ火起しに参加
※紙面の都合上１位のみ紹介
水泳部市、中地区は

★ 柔 道

10/29

（市体育館サブ）

★ 剣 道

10/22

（本町中）

した西中チームは残念ながら
5 位に
次号
終わりました。雨の影響で急きょ、パ

（市体育館）

フォーマンス応援が中止になり、来て

10/23

（東中・本町中）

くれた子どもたちに申し訳ない思いで

10/29

（市体育館）

した。２５日（日）美術部の生徒が製作

★バスケットボール 10/22

（市体育館サブ）

★ バレーボール

10/22，23

（南中）

した「らんたん」が、午後５時前、イオン駐車場を出発し、た

★ 陸 上

10/8 県大会（平塚ＢＭＷ競技場）

ばこ祭り会場を巡行しました。今年の作品は映画「ラプン

★ 陸 上（駅伝）

10/15 （秦野運動公園コース）

ツェル」を意識したすばらしい作品に仕上がりました。

