
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「失敗を恐れず、持ち味を生かして、表現する」姿をご覧ください！                   

川湯中学校 校長 藤 田 崇 充 

 急速に秋の深まりを感じられるこの時期、地域、保護者のみなさまにおかれま

しては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。又、日頃より本校の教育活動

に対しましてご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 コロナウイルス禍の中、衛生管理を徹底し、様々な工夫をしてなんとか「川中

祭」開催のはこびとなりました。「Learn from friends ～友達から学ぼう～」の

テーマの下、多くの制約の中でできる限りのパフォーマンスが繰り広げられます。

「新しい生活様式」にあわせてご来場いただき、ご覧いただきたくご案内申し上げます。                                  

生徒会長 澤 頭 優 彩 

 今年度の川中祭がやってきました。今年度は、学年や委員会、団などそれぞれ

が例年とは違う新しいことをたくさんやってきました。やらなければならないこ

とが多いなか一つ一つに集中して頑張ってきた生徒たちにまずは拍手をしてほし

いと思います。川中祭が終わったあとにも拍手をしてあげてほしいと思います。

今年度は、来てくださる方々がとても楽しめる内容になっていると思います。い

つもとは違う川中祭に来て、楽しんでください。町内一番の文化祭にします！ 

川中祭 STAFF 

☆川中祭実行委員会〔◎印の８名〕 

実行委員長 ◎澤頭 優彩   副実行委員長 ◎大村 紫苑 

☆書記局        ◎澤頭 優彩  ◎平田 夢菜 ◎大村 紫苑 

☆生活保健専門委員会  ◎濱岡宏大朗  

德永 琉日、鈴木龍之介、中原 実和 

☆文化広報専門委員会  ◎弟子 杏那 

上村 将斗、武田  和、武田  音、番塲 悠友 

☆企画・自由発表係   ◎田本  輝、佐藤 柊斗、小坂 璃音 

☆学級委員長      ◎田本  輝 ◎佐藤 柊斗 ◎小坂 璃音 

☆全校演劇  演劇リーダー ◎澤頭 優彩  サブリーダー 弟子 杏那 

「 Ｇｏｏｄ ｌｕｃｋ 」  

  みなさん、死後の世界について考えたことはありますか？ここは、死後の

世界なのです。４人の少年、少女たちが死後の世界にやってきます。４人は 1

時間で消滅か転生を選ばなければなりません。少年、少女たちが死んだあとの

世界をみた少年、少女たちは、はたしてどちらを選ぶのでしょうか。真っ暗な

世界を漂うのかそれとも生きるのか。短い期間の中で頑張って練習してきまし

た。少人数で大変な中で頑張って作りあげた演劇をぜひご覧ください。みなさ

んなら、消滅か転生どちらを選びますか？私なら・・・。みなさんを死後の世

界へとお連れします。 

 

☆団旗制作    紅団 ◎佐藤 柊斗     白団 ◎德永 琉日  

紅団団旗…紅団は、燃えつきるという意味の「Ｂｕｒｎ ｉｔ ｕｐ」をテー

マに、炎を中心として迫力のある団旗を作成しました。一つの炎の

ように団結して作ったので、是非ご覧ください。 

 

白団団旗…白団は、幸運の意味を持つ黒猫と、縁起が良いとされているオッド

アイを書き、「チャンスをつかむ絶好の日は、今日である」という目

標とともに、団全員で協力し、よりよい団を作っていきたいです。 

第６８回 川中祭プログラム 
川中祭テーマ 

 

 

    

日時  ９月２６日（土） 午前９時開始 

場所  弟子屈町立川湯中学校 

※入場の際には事前の申し込みが必要です。 
 



プログラム 

 

●８：５０～  開祭式  

             川湯ばやし（同好会） 

        

●９：１０～  少年の主張発表     

        １学年 小坂 璃音 「 新型コロナウイルスについて思うこと 」 

２学年 德永 琉日 「 温暖化とこれからの世界 」  

3学年 平田 夢菜 「 私の変わりたいこと 」      

 

●９：３５～  演劇 『 Ｇｏｏｄ ｌｕｃｋ 』 〔演劇リーダー◎ サブリーダー○〕   

役 者：◎澤頭 優彩 ○弟子 杏那 

    田本  輝  濱岡宏大朗   平田 夢菜  

  上村 将斗  佐藤 柊斗  德永 琉日  大村 紫苑 

  小坂 璃音  武田  音  中原 実和  番塲 悠友 

大道具 ○濱岡宏大朗  上村 将斗  德永 琉日  番塲 悠友 

小道具 ○大村 紫苑  武田  和  武田  音  中原 実和 

音 響 ○田本  輝  鈴木龍之介 

照 明 ○平田 夢菜  佐藤 柊斗  德永 琉日  小坂 璃音 

  

●１０：２０～  片付け・休憩・準備 

 

●１０：４５～  全校リコーダー・合唱  

となりのトトロより『さんぽ』～『風の谷のナウシカ』 

『YELL』 

                                      伴奏  宮脇 先生 

●１１：０５～  閉祭式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●１１：２５～  昼食（アイス、弁当引き替え）・展示鑑賞・縁日企画 

    * 国語 １学年：毛筆書写                   ＊ 社会 １学年：歴史・地理レポート 

２学年；毛筆書写、短歌                       ２学年：歴史・地理レポート 

        ３学年：毛筆書写、オリジナル色紙 

 

    ＊ 数学 3 学年：サイコロを使った確率の実験  ＊ 美術 １学年：動物の絵、野菜・果物 

                                     ２学年：自画像 

                                    ３学年：静物画、スクラッチ 

 

    ＊ 行事 １学年：フォトウォーク作品      ＊ 技家 １学年：マルチラック 

     総合 全学年：日置市調べ学習             ２学年：マルチラック 

                                                ３学年：弁当を作ろうレポート 

    ＊ 英語 １学年：Self-Introduction 

        ２学年：Mini-Newspaper 

        ３学年：Our Guidebook of Teshikaga 

 

●１３：１０～  アフターフェスティバル      

  ・総合川湯ばやし → 演奏 

            生徒一同 

・KTSS → 歌 

             田本  輝、榊先生 

  ・キラメカナイ人達 → ダンス 

             上村 将斗、佐藤 柊斗、德永 琉日、大村 紫苑 

             本間先生、伊藤先生 

  ・3 年Ａ組 → ダンス 

      濱岡宏大朗、田本  輝、澤頭 優彩、弟子 杏那、平田 夢菜 

          大場先生、榊先生、生沼先生 

 

   

●1４:００～  片付け 

※進行状況により、時間が 10 分程度前後する場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

☆ Kawachu Happy School Life プロジェクト ☆ 
 

活動中に友だちの良いところをお互いに見つけあい、頑張りを認める・認めてもらうという取り組

みを生徒会が中心となって行いました。ホールに掲示してありますので、是非ご覧ください。 

・上靴またはスリッパの持参をお願い致します。 

・縁日企画では景品を用意していますので、入れる袋をご用意ください。 

・新型コロナウイルス対策のため、入場整理券をお持ちの方のみの入場

とさせていただきます。入場の際はマスクの着用、手指の消毒、社会的

距離（ソーシャルディスタンス）の確保をお願いします。入場をご希望

の方は川湯中学校まで連絡してください。℡ 483-2337 

・弁当やアイス容器などのゴミはお持ち帰りをお願いします。 


