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９月 21日(土)、22日(日)の 

二日間に渡り、「咲」～笑顔と 

努力の花開け～ のテーマのも 

と、令和最初の石中祭が開催 

されました。 

１日目は、開祭式でスター 

トし、１年生の学年ステージ、 

音楽部の発表と盛り上がりを 

見せました。12:00には、作品 

展示とともに食堂・模擬店が 

オープンし、賑わいを見せました。午後は、２年生の

学年ステージ、各自のパフォーマンスを披露したスタ

ー誕生と続き、最高潮の盛 

り上がりの中で１日目を終 

えることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ２日目は、３学年の学年ステージでスタートしま

した。その後、ＶＳクラス～目指せ top of the 石中

～ と題して、ミニゲームやクイズで各学級対抗戦を

繰り広げました。そして、食堂・模擬店のあとは、石

中祭のメインイベントであるスポーツフェスティバ

ルを小学校グランドで開催しました。最後に、体育館

で閉祭式を行い、充実した二日間の日程を終えること

ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんのご支援ありがとうございました。 
 
●ＰＴＡ食堂＆模擬店協力者  ＜順不同・敬称略＞ 
 
金﨑智子(克耶) 矢野ひとみ(央陸) 小田桐江利子(大河)  

木村佐智子(真維) 相馬夕香里(康汰) 工藤愛（蓮央） 

小田桐希(さくら子) 三上淳( 未) 大川育美(勇吹) 

口貴子(大空) 澤崎ますみ(拓) 成田恵理子(まこ)  

工藤百合香(純里杏)  山本文子(麻生) 石村恵美(睦) 

福田明日香（天河） 三上佳子(謙征) 工藤優子(俊雅) 

土岐奈緒子(かなで)  成田映子(吏那) 相馬未央（瑠唯） 

相馬眞理子(吏貴) 小田桐みなこ(月奈)  鈴木孝子(陸） 

小田桐奈津江(永和)  三上志穂(華穂) 金崎昇子（好花） 

相馬佐智子(功太郎) 須藤真希(千晴) 三浦恵（大河） 

齋藤経子(正哉) 池田由香(夕起奈) 廣田希（詩苑） 

相馬麻衣子(幸弥) 齋藤美紀（寧音） 新谷真琴（紗憂） 

小山内由佳子(祐人) 工藤百美(百乃) 矢野慶明（央陸） 

小田桐由美子(由佳) 平内恵美子(陽) 工藤信康（榛樹） 

村元由香子(愛梨) 小笠原恵美（啓修) 石田千春（萌笑） 

齋藤奈緒美(桃羽) 白戸美智子(公紳) 池田猛将（昇瑛） 

加藤智恵子(菜々笑) 石村亨（睦） 

相馬郁子(憂豊)  永井雅也(柚葉) 

對馬真千子(幸宏) 清野淳一(真帆) 

小田桐真紀子(竜弥) 阿保馨(海浬)  

小田桐真由美(凜) 石川均（葵） 

自 主 
規 律 
実 践 
協 調 

〈開祭式〉 

〈学年ステージ １年〉 〈音楽部発表〉 

〈学年ステージ ２年〉 〈スター誕生〉 

〈展示〉 〈食堂〉 

〈閉祭式〉 

〈学年ステージ ３年〉 

〈ＶＳクラス〉 

〈スポーツフェスティバル〉 
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食堂・模擬店のオープンに併
せて、ＪＵＭＰチームがネット

被害防止の呼びかけを行な

いました 



 
  
地区中体連秋季大会 
 

９月７日（土）・８日（日） 

１・２年生を中心とする新人チームの活躍が見

られました。保護者・地域の方々から大きな声援

をいただき、誠にありがとうございました。入賞

者を紹介いたします。 
 
【剣道】会場：弘前市立東中学校体育館 
 

 団体戦 男子団体★  第３位 

 澤崎（2 年）、工藤（2 年）、白戸（2 年）、小山内（2 年）、三上（2 年） 

個人戦 

 男子   澤崎  拓 （2 年） 第１位★ 

      工藤 榛樹（2 年） 第２位★ 

      白戸 公紳（2 年） 第５位 

 女子   対馬 希愛（2 年） 第２位★ 

      對馬  渚 （1 年） 第５位 

 

 

 

 

 

 
 

【陸上競技】会場：弘前市運動公園陸上競技場 

１年男子砲丸投   石田 雷夢★（１年） 第２位 

１年男子砲丸投   小田桐 竜弥（１年） 第３位 

２年男子 800ｍ   斎藤 悠人★（２年） 第４位 

２年男子 1500ｍ   成田 幸佑 （２年） 第６位 

２年男子 1500ｍ   木村  拓  （２年） 第７位 

２年男子走幅跳    川口 銀次郎（２年） 第７位 

共通男子ジャベリックスロー  川口 銀次郎（２年） 第５位 

共通男子 4×100mR              第７位 

西澤（2 年）、村上（2 年）、川口（2 年）、斎藤（１年） 

１年女子 100ｍ    齋藤 夕綺  （１年） 第６位 

２年女子 100ｍ    石川 葵 ★（２年） 第２位 

２年女子 100ｍ  小田桐さくら子（２年）第３位 

２年女子 100ｍH  小田桐 凜  （２年） 第６位 

共通女子 4×100mR              第７位 

齋藤（１年）、小田桐さ（2 年）、小田桐凜（2 年）、石川（２年） 
 

第 58回市中学校英語弁論大会 
９月３日（火）会場：岩木文化センター 

             「１年暗唱の部」に出場した齋藤

唯華さんが６位に入賞しました。 

おめでとうございます。 

 

 

 

日 曜 １０月 の主な行事 

1 火 平常３(12：10退下) 中教研教科研修会 

2 水 
平常６ １学年朝会 ３年実力テスト 

スタディルーム 

3 木 平常６ ２学年朝会 

4 金 

変則６ ３学年朝会  

小中合同マラソン大会 英語検定 

ＰＴＡ広報委員会 18：30～ 

5 土 
県新人陸上競技選手権大会（青森市） 

剣道錬成会（石川中） 

6 日 県新人陸上競技選手権大会（青森市） 

7 月 石中祭振替休日 

8 火 平常６ 全校朝会 質問教室 

9 水 平常３(12：10退下) 中教研教科外研修会 

10 木 平常６ 質問教室 

11 金 平常６ ２学期中間テスト 

12 土 秋の野球教室 

13 日 秋の野球教室 

14 月 体育の日 

15 火 平常６ １学年朝会 校内合唱コンクール 

16 水 平常６ ＡＬＴ来校 小中合同健康マラソン 

17 木 平常６ ２学年朝会 

18 金 
平常６ ３学年朝会 

立会演説会・生徒会役員選挙 

19 土  

20 日  

21 月 
平常５ 当選証書授与式・新役員任命式 

後期委員会・係決め（５校時） 職員会議 

22 火 即位礼正殿の儀 

23 水 
平常５ ２年盛岡社会体験学習 

１年地域職場体験学習 ３年進路説明会 

24 木 
平常５ ２年盛岡社会体験学習 

１年地域職場体験学習 

25 金 
短縮６  

後期生徒会執行部・委員会リーダー研修会 

26 土 東奥義塾高校体験入学 

27 日 学区対抗駅伝大会（弘前市運動公園） 

28 月 短縮６ 後期委員会組織会 

29 火 短縮６ 全校朝会 生徒会委員会 

30 水 平常６ １学年朝会 ＡＬＴ来校 

31 木 
短縮６ ２学年朝会 

交通安全キャンペーン（サンフェスタ石川） 

栄 光 の 記 録 

★印、県大会出
場です。 

おめでとうござ

います。 

お詫びと訂正 

 小中一貫ＣＳだより№42「小中合同マラソン記録

会・小中合同合唱を 10 月に実施」の文中に誤りが

ありましたのでお詫び申し上げるとともに次の様

に訂正します。「・・小学校１年生から中学校３年

生までのマラソン記録会が小学校グランドと中学

校グランド(国道沿い)を使って行われます。」 
全校朝会
で発表す
る齋藤唯
華さん 


