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学校創立70周年に向けて学校創立70周年に向けて学校創立70周年に向けて学校創立70周年に向けて

校長 堀 隆行

記念すべき年を迎えました。第１回の卒業生は、85 歳になられます。70 年の間に 9 千名を超える卒

業生を輩出し、各界で活躍する卒業生も少なくありません。また、１村１中ということで、卒業生の結

びつきが強いということを、様々な行事を通して感じています。昨年度末に、70 周年を記念すべく、

同窓会を中心に実行委員会が立ち上がりました。二村同窓会長さんを実行委員長に、63 名の方が実行

委員に名前を連ねています。これだけの方が、実行委員を引き受けてくださっただけでも驚きですが、

実行委員会を開催して、改めて、母校に対する思いが強いことに驚いています。

第１回の実行委員会では、記念事業について話し合われ、創立 40周年と 50周年に行ったように募金

活動を行うことと、記念式典、祝賀会を行うことが協議され、第２回の実行委員会で承認されました。

募金の目的を老朽化した体育館のピアノの買い換えにし、どの様に募金活動を行うかが、数回にわたっ

て議論されました。

様々なことが議論され、現在の募金活動（５・６月に実施）となりました。実行委員と集金委員合わ

せて 100名を超える方が、協力してくださっていることに感謝するばかりです。実行委員の方に集金の

様子をうかがうと、多くの村民の方が快く協力してくださっているとのことでした。また、村外にお住

まいの大勢の方からも、振り込みで協力いただいています。さらに、在校生の名前も募金名簿の中にあ

り、小遣いを充ててくれたのかと嬉しくなりました。協力くださった皆様、本当にありがとうございま

す。

10月 28日（土）に当校において記念式典と合唱コンクール、会場を移し祝賀会を行う予定でいます。

会場の都合で、全ての方に案内を差し上げることができないことをお詫びいたします。

学校では、皆さんの気持ちを生徒に伝え、感謝の気持ちをもって当日の行事に当たるとともに、地域

に貢献する生徒に育てていきたいと考えております。地域の皆様、これからも弥彦中学校にご支援を賜

りますとともに、生徒の活躍にも関心をもってくださるようお願いいたします。

＜現校舎の写真＞

＜旧校舎の写真＞
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平成２９年度 燕市・西蒲原郡 各種大会 結果報告平成２９年度 燕市・西蒲原郡 各種大会 結果報告平成２９年度 燕市・西蒲原郡 各種大会 結果報告平成２９年度 燕市・西蒲原郡 各種大会 結果報告
◎陸上◎陸上◎陸上◎陸上 ６月２日(金)

◆ 大変、悪天候な日でした。選手たちは頑張り抜きました。
【入賞者】
＜男子＞共通 ２００ｍ ２位 鈴木 ２５秒４６

共通３０００ｍ ３位 難波 １１分０６秒３６

共通 走幅跳 １位 大矢 ５ｍ８８

６位 藤田 ４ｍ８０
２年 １００ｍ １位 鈴木 １２秒４１（予選１２秒０６）

３年 １００ｍ ４位 大矢 １２秒６６（予選１２秒８１）

＜女子＞共通 ２００ｍ ４位 田中 ２９秒６９（予選３０秒１２）
共通 ８００ｍ １位 諸橋 ２分３３秒７９

３位 藤原 ２分３６秒８９

４位 齋藤 ２分４１秒２７

共通１５００ｍ １位 諸橋 ５分２３秒８６

２位 藤原 ５分２９秒２３

５位 齋藤 ５分３５秒９７
共通１００ｍＨ ３位 五十嵐 １８秒００

共通４×１００ｍＲ２位 佐藤・田中・五十嵐・諸橋 ５５秒１３

共通 ４種競技 １位 佐藤 １５６３点

（200ｍ 30秒 99‐ 415点、 100ｍＨ 18秒 85‐ 404点

走高跳 1ｍ 34‐ 449点、 砲丸投 6ｍ 37‐ 295点）
１年 １００ｍ ５位 堀川 １５秒０４（予選１４秒９９）

１年 ８００ｍ ３位 川上 ２分４９秒２５

１年４×１００ｍＲ４位 川上・齋藤・滝本・堀川 １分００秒５５

１年 走幅跳 ３位 堀川 ３ｍ７９

２年 １００ｍ ４位 田中 １４秒２８（予選１４秒８３）

各種大会：６月６日(火)、７日(水)各種大会：６月６日(火)、７日(水)各種大会：６月６日(火)、７日(水)各種大会：６月６日(火)、７日(水)
◎野球◎野球◎野球◎野球
１日目 対燕中：２－９負け 対燕北中：０－２負け
２日目 対小池中：４－５負け

◎バレーボール◎バレーボール◎バレーボール◎バレーボール
1日目 対燕中等学校：２－０勝 対吉田中学校：２－０勝 対小池中学校：２－０勝

2 日目 対分水中学校：２－１勝 対燕北中学校：０－２負 対燕中学校：２－０勝
結果 ２位 地区大会出場結果 ２位 地区大会出場結果 ２位 地区大会出場結果 ２位 地区大会出場

◎男子ソフトテニス部◎男子ソフトテニス部◎男子ソフトテニス部◎男子ソフトテニス部
団体戦 対分水中：３－０勝 対吉田中：２－１勝

対中等：３－０勝 対燕１－２負
３位で地区大会出場３位で地区大会出場３位で地区大会出場３位で地区大会出場

個人戦 小原・山田ペア ベスト４
丸山・立島ペア ベスト８

地区大会出場地区大会出場地区大会出場地区大会出場
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◎女子ソフトテニス部◎女子ソフトテニス部◎女子ソフトテニス部◎女子ソフトテニス部
団体 ４位で地区大会出場４位で地区大会出場４位で地区大会出場４位で地区大会出場 個人 北村・志田ペア ベスト８

地区大会出場地区大会出場地区大会出場地区大会出場

◎バスケットボール◎バスケットボール◎バスケットボール◎バスケットボール
＜１日目 予選リーグ＞ ＜２日目 トーナメント＞

弥彦 ６３－９３ 燕中等 負け 弥彦 ４１－３３ 小池 勝ち
弥彦 ３３－９５ 吉田 負け

◎卓球◎卓球◎卓球◎卓球 【男子 団体】
弥彦 ０－３ 燕北 負け 弥彦 ０－３ 燕 負け
弥彦 ０－３ 吉田 負け 弥彦 ０－３ 小池 負け
弥彦 ３－１ 分水 勝ち

6位
【個人】

橋本 宗茉 ベスト 32

【女子団体】
弥彦 １－３ 吉田 負け 弥彦 １－３ 燕 負け
弥彦 ３－２ 燕北 勝ち 弥彦 ３－２ 分水 勝ち

3位入賞

【個人】
新保 菜摘 5位入賞 地区大会出場地区大会出場地区大会出場地区大会出場
鈴木 緒莉 9位 地区大会出場地区大会出場地区大会出場地区大会出場
竹野 瀬菜 ベスト 16

◎水泳◎水泳◎水泳◎水泳
＜男子＞

3年 泉 圭悟 共通男子２００ｍ個人メドレー １位 ２分２７秒６０
3年 泉 圭悟 共通男子２００ｍ平泳ぎ １位 ２分４２秒０６

地区大会出場地区大会出場地区大会出場地区大会出場
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◎柔道◎柔道◎柔道◎柔道
【団体戦】 男子の部 ２位 丸山 武石 那須 竹内

男女混合の部 １位 丸山 武石 那須 竹内
竹野

女子の部 １位 竹野
【個人戦】〈男子〉 73㎏級 第１位 竹内

66㎏級 第２位 那須 ３位 武石
60㎏級 第２位 丸山

〈女子〉無差別級 第１位 竹野 全員、地区大会出場全員、地区大会出場全員、地区大会出場全員、地区大会出場

◎ 郡市大会が終了する 2日目は、部員たちが教務室まで報告に来ます。卓球部主将、竹野さんは様々

な思いがこみ上げ、涙しながらの報告でした。その姿に職員たちは胸を打たれました。下級生たちも同

様だったと思います。部活動に一生懸命に打ち込んできた意義を感じ取ることができました。この経験
を今後の人生に生かしていってほしいと思います。

５／５ 県小中学生写生大会
今年も 5月 5日(金)、素晴らしい晴天の下、弥彦神社で実施されました。例年、国際アート部員が参

加しています。今年も力強い作品が多くありました。

入賞者を紹介します。おめでとうございました。（6月 20日まで神社の絵馬殿で展示されていました。）

【金賞】 2年 村松
【銀賞】 1年 渡辺
【銅賞】 2年 松原 1年 村越

＝燈籠まつりに向け、練習開始！＝
今年も氏子青年会の皆様

より、伝承活動をしていた

だいています。
ご多用の中、お出でいた

だき、ありがとうございま

す。


