
平成29年度金ケ崎中学校教育振興会定期総会

開催される

去る、６月５日（月）午後４時より金ケ崎中学校図書室において、平成 29年度金ケ崎中学校教育振興
会定期総会が開催されました。総会において決定された概要を報告いたします。

○ 平成 29年度役員
会 長 上松 東治 （西部地区） 副会長 遠藤 進悦 （北部地区）
副会長 朝倉 栄 （永岡地区） 副会長 柏井 慶一 （街地区）
副会長 木村 正貴 （ＰＴＡ会長） 副会長 遠藤 宗俊 （校 長）
監 事 小石川幸七 （三ケ尻地区） 監 事 小野寺惠喜 （南方地区）
事務局 古舘 朋昌 （副校長） 事務局 酉丸威一郎 （主幹教諭）

○ 今年度予算案（概要）

１ 収入の部 総額 ￥ １，３５５，７１７

２ 支出の部 総額 ￥ １，３５５，７１７

会費 ¥ 1,338,400 １世帯 350円

繰越金 ¥ 17,317

会議費 ¥ 1,000
事務費 ¥ 14,000 郵送料

会報発行費 ¥ 30,000 会報用紙代

スポーツ文化振興費 ¥ 1,250,000
教育環境整備費 ¥ 12,300 培養土等

地区活動費 ¥ 45,200 地区生徒会へ

予備費 ¥ 3,217
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７月から連日真夏日、猛暑に見舞われましたが、会員の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げ

ます。お子さんを抱える家庭におかれては、地域や学校活動、教育成果の課題など、お悩みも多かろう

と思います。子育てに悩んだ日々を、きのうのことのように思い出しているところです。

町は本年度から、県下で初めて「コミュニティスクール事業」に取り組みます。進む少子化の中で、

教育を学校に任せきりにするのではなく、家庭、地域、そして学校とが一体になって、あるべき地域教

育、社会教育、学校教育を考えていこうという取り組みです。金ケ崎中学校では、いかなる理想的な教

育を追求できるのか。私たちはすでに子育てを終えた世代ではありますが、子どもたちがこの地域に誇

りを持てるよう〈老人の知恵〉を提供したいものだとひそかに思っております。ともに事業を盛り上げ

てまいりましょう。

金ケ崎中学校教育振興会

会長 上松 東治

本会は、昭和 59年に設立され「町内の全世帯」をもって構成され、金ケ崎中学校の「教育振興を図る」、
つまり未来の金ケ崎を支える人材育成のため、部活動への支援をはじめとして各種助成を行っています。

○ スポーツ文化振興費の使途内訳

クラブ助成費 55万円，吹奏楽楽器費 10万円
部活動大会参加補助費 35万円
金中太鼓維持費 15万円，予備費 10万円

※クラブ助成費の配分は以下のようになります

裏面も御覧下さい



今年度、全中へ男子テニス部から昆凌雅くん・佐藤洸くんペ

アが女子テニス部から前角地彩菜さん・及川涼さんのペアが、

陸上競技部から 100m走に髙杉時史くんが参加しました。

テニス部は 8月 19日（土）に長崎市総合運動公園で行われ
た個人戦に参加しました。精一杯戦う姿が見られました。

結果 昆・佐藤 2-4 帰山・中川（福井県 成和中)
前角地・及川 0-4 岡田・岡田（岡山県 就実中）

高杉くんは 8月 21日（月）～22日（火）に熊本県民総合運
動公園陸上競技場で行われた 100m走に参加しました。二度の
予選を経て、決勝に残る活躍を見せました。

結果

＊決勝 100m走 髙杉時史 第 6位 11秒 05（風-0.9）

【剣 道】（8/2）
・個人戦 小澤勇人さん

１回戦 対 渡利中（福島） 1本負け
【ソフトボール】（8/5）
１回戦 対 郡山第七中（福島）3-13で敗退

（四回コールド）

【男子バレーボール】（8/6）
１回戦 対 横手北中（秋田）2-0で勝ち
２回戦 対 稲垣中（青森） 0-2で負け
【男子ソフトテニス】（8/9、10）
・個人戦（8/9）
☆ 昆 凌雅さん・佐藤 洸さんペア

２回戦 対 森吉中（秋田） 4-0で勝ち
３回戦 対 弘前第一中（青森） 4-0で勝ち
準々決勝 対 鶴岡第一中（山形）4-0で勝ち
準決勝対 西郷第一中（福島） 2-4で負け

→ 東北第３位（全国大会出場）
☆ 及川 颯さん・及川嵩史さんペア

２回戦 対 大曲中（秋田） 3-4で敗退
・団体戦（8/10）
予選 Cブロック １位通過（金ケ崎中 3-0 森吉中、

金ケ崎中 2-1 弘前第一中）
決勝トーナメント １回戦敗退 金ケ崎中 1-2 横手南中

【女子ソフトテニス】(8/9)
・個人戦（8/9）
☆ 前角地彩菜さん・及川 涼さんペア】

２回戦 対 須賀川二中（福島） 4-2で勝ち
３回戦 対 米沢一中（山形） 4-3で勝ち
準々決勝 対 宮内中（山形） 4-3で勝ち
準決勝 対 十和田中（青森） 4-0で勝ち
決勝 対 真室川中（山形） 2-4で負け

→ 東北第２位（全国大会出場）

【陸上競技】 (8/9)
・１年男子 100m 佐藤 旭さん

予選２組５着 12秒 53 （-0.2m） 予選敗退

・共通男子 110mH 安藤 伯さん

予選１組８着 17秒 40 （-0.7m） 予選敗退

・３年男子 100m 高杉時史さん

予選１組１着 11秒 02 （+0.9m） 予選通過

決勝 １着 10秒 93 （+2.6m） 優勝
共通男子４×100ｍ
①安藤伯さん ②髙杉時史さん ③土井隼人さん ④伊藤飛海さん
予選３組４着 45秒 46 予選敗退

【水泳】（8/8）
・女子 200m背泳ぎ 渡辺百香さん 2分 41秒 09 予選敗退

本校から７つの部活動が出場！

各会場で活躍を見せる！

7月 15日（土）～17日（月）に行われた県中総体の結果をお
知らせいたします。

○柔道

・佐々木俊輔さん ３回戦 対 花巻中 一本負け

・及川祐希さん １回戦 対 大槌学園 一本負け

・小出 輝さん １回戦 対 盛岡河南中 一本負け

○ソフトテニス

［男子］団体 決勝リーグ

決勝 対 大船渡一中 2-1 勝ち 優勝

個人 ・昆凌雅さん・佐藤洸さん

決勝 対 金ケ崎中 4-3 勝ち 優勝

・及川颯さん・及川嵩史さん

決勝 対 金ケ崎中 3-4 負け 準優勝

［女子］団体 予選トーナメント敗退

個人 ・前角地彩菜さん・及川涼さん

準決勝 対 北上中 1-4 負け 第３位

○剣道

［男子］団体 予選リーグ敗退

個人 ・小澤勇人さん

５回戦 対 紫波一中 0-1 負け 第３位

・高橋諒多さん

１回戦 対 紫波一中 延長で負け

［女子］団体 予選リーグ１位通過

決勝トーナメント 対 矢巾中 0-3 負け

個人 ・菊池咲凪さん

２回戦 対 一戸中 1-2 負け

○卓球

［男子］団体 ２回戦 対 石鳥谷中 1-3 負け

個人 ・加藤健臣さん

３回戦 対 石鳥谷中 1-3 負け

・岩渕拓海さん

３回戦 対 石鳥谷中 1-3 負け

・菊池 翔さん

３回戦 対 興田中 2-3 負け

［女子］団体 ２回戦 対 石鳥谷中 2-3 負け

個人 ・岩渕萌綾さん

２回戦 対 川崎中 2-3 負け

○バレーボール男子

決勝 対 宮野目中 0-2 負け 準優勝

○バレーボール女子

２回戦 対 湯本中 0-2 負け

○水泳

200M背泳ぎ 渡辺百香さん 2分 32秒 61 第４位
100M背泳ぎ 渡辺百香さん 1分 11秒 96 第６位

○陸上

団体 男子 総合２位

個人 男子

・中 3男子 100m 第 1位 髙杉時史さん 11秒 29 (-1.2m)
・共通男子 200m 第 2位 伊藤飛海さん 24秒 57 (-3.2m)
・共通男子 800ｍ 第７位 朝倉 颯さん 2分 10秒 61
・中１男子 1500ｍ 第６位 菊池優佑さん 4分 48秒 61
・共通男子 110ｍH 第６位 安藤 伯さん 18秒 14 (-2.3m)
・共通男子 4×100ｍR 第２位 45秒 60

朝倉 颯さん・髙杉時史さん・土井隼人さん・伊藤飛海さん

・中１男子砲丸投げ 第 1位 土井飛彩さん 10m91
個人 女子

・低学年女子 4×100ｍR 第６位 54秒 70
藤澤未奈さん・日山光祈さん・髙橋 葵さん・髙橋そらのさん

・共通女子走幅跳 第８位 小向美穂さん 4m75 (+1.5m)
・共通女子砲丸投 第６位 小石川奏音さん 9m17

昨年に引き続き、吹奏楽部もすばらしい活躍でした。7月 8日
（土）に行われた吹奏楽コンクール県南地区大会で見事金賞を取

り、県大会出場権を獲得、8月 6日（日）に行われた県大会では
堂々とした演奏を披露し、見事金賞を獲得することができまし

た。審査の関係で惜しくも東北大会出場は逃しましたが、金ケ崎

中学校の演奏のレベルの高さを披露できたと思います。

東北大会

出場


