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①l学年展示〔金工室〕

1年生は林間学校、授業で作ったものを展示します。4年生
.の林間学校や日ごろの様子、青空学年の絆などをぜひ見て

<ださい。

②2学年展示〔第2美術室〕
今年の 2年生の学年展示は、職場体験などの展示をします。

それぞれの職場で学習 したことをまとめた作品や、国語の

短歌の作品などが展示 してあります。

③3学年展示〔第1理科室〕
私達は、イ1多学旅行記や教科ごとの展示をします。最後の東輝
祭になるので、成長した3年生の姿をお見せします。第 2理
科室でお待ちしています。ぜひお越し<ださい。

④美術部展示〔第1美術室〕
私達美術部の展示では、東輝祭に向けて描いた個人制作や、

全員で協力して制作したはり絵が展示してあります。また、

看板も美術部が制作したので、ぜひご覧<ださい。

⑥学区内小学校児童作品展示〔本工室〕
東中学区の4つの小学校 (里垣 。善誘館 。甲運・玉諸)の
児童の作品を展示します。是非ご覧<ださい。

⑥かえで支援学校生徒作品展示〔第2美術室〕
本校 1・ 2年生と交流をしている、お隣のかえで支援学校の

中学部の作品を展示します。是非ご覧<ださい。

⑦学級旗展示〔北館lF廊下〕
学級旗は1～ 3年生の各クラスで作ったものが飾られてい

ます。それぞれのクラスの熱い思いを表現した作品をご覧く

ださい。

③シンボルマーク・ポスター展示/体育館装飾〔体育館壁面〕
会場装飾部門は、東輝祭をより華やかにするために東輝祭

テーマに含った装飾を施しています。部門員全員でこだわ

つて制作しましたので、ぜひご覧<ださい。

生徒玄関前の間にはアーチ部門員で作製した

アーチが登場します 1楽 しみにしてください l

保護者・地域の方々への展示見学時間を、以下のように

設定しましたので、是非ご覧<ださい。
9月 20日 (金)1日 目 11:30～ 13:20
9月 21日 (土)2日 目 12:10～ 12:50
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保護者・地域の皆様には、日頃より本校の教育活動に対し

ごヽ理解。ご協力をいただき感謝しております。

2年の歴史をもち、「夢きよく 道はるか」

、特に近年は「文武両道」をモットーに全校生徒が
|できております

さて、令不0と しヽう新年号となつた今年度は、「Dramatic Movi

ともにつながれ～輪"」 を生徒会スローガンに掲げ、人生で一

い中学校時代を感動のドラマにするべく、生徒会を中心に、

た。

そしていよいよ生徒会最大行事である第43回 学園祭

催されます。「よ―い アクシヨン !～つ<り出す感動の ON

～」のテーマのもと、582名の生徒全員が縦糸(プロック)

(学年。学級)でしつかりと輪を結び、感動と思い遣りにあ

園祭を創り出すために、実行委員を中心に連日準備をして

いよいよ本番 (よ ―い、アクシ∃ン)です。第1幕は文化部門、

門となります。それぞれのシーンにおいて、

てヽいる場面が見られることと思います。たくましく成

ていただき、声援をいただければキャストであ

つて大いに励みになると思しヽます。お1に しいこととは存じま

、ぜひとも足をお運びいただきたくご案内申し上げます。

甲府市立東中学校 校長  今村 淳一

《こゴ 覇誕 I本コ》

今年度の東輝祭のテーマは「よ―いアクション !～つ<り
出す感動のONEscene～ 」です。私たちは生徒会スローガン

に「Dramatic Mo∨ ie“ ともにつながれ～輪"」 を掲げ、 1

年を通して “感動的な映画"をつ<ろうとしています。その

ために、日常生活や部活動、含唱や応援など1つ 1つの活動を

大切にしてきました、今回の東輝祭はまさにこの映画の山場

になると闇います。時が経っても全員の心の中に残り続ける

ような東輝祭をつくりたいです。

これまでの取り組みで、何度もつまず<ことがありました。

仲間とぼつかることもありました。しかし、互いに手を取り

含い、少しずつ成長することができたと感じています。当日

は、私たちの成果を精一杯発揮し、全員が主役として輝きた

いです。最後になりますが、保護者の皆様、私たち東中生は

全員で素晴らしい東輝祭を創り上げます。ぜひご来場いただ

き、あたたかく応援していただければ嬉しいです。よろしく

お願いします。

甲府市立東中学校 生徒会長 小林 美月

《 圧ヨ 理塁》
☆1日 目 発表・晨示部門【9月 20日 (金 )】

8:15 生徒登校

8:45 屏暑晃瀑王罵

9:15 発表部門 (午前の部)開始

9:20 ソ ー ラ :ン 負箱:癸霧賛 【10分間】

9:40 )寅 慮」音3三菱i髪受 【40分間】
「セレクトライフ」

10:30 り唆羮裂経音陛奎篭受 【40分間】
「いつも風巡り会う空」「Jベスト」他

11110 発表部門 (午前の部)終了

11:15 昼食・ 展示見学 。学年の時間

☆2日 目競技部門【9月 21日 (土 )】

8:15 生徒登校 (8:25校 庭集合完了)

8:40 克克ま支吝8Pヨ B句≦ミ≡ヽ

9:10 午前の部開始

9:10 糸岡ヨ |ごS

9:45 f尋 糸電星兆こゞ (1年→2年→3年の順)

10:30 本奉耳又り

11 :05 :電諄糸及文寸事丸 :り Lノ ~ (1年→2年→3年の順)

12iOO 昼食・昼休み

13:○ ○ 午後の部開始

13:OO ∠ヘノコラ
ゴ
寛克気三 (1年→2年→3年の順)

13:45 1ブ E]ッ ク 文」抗 リ レ ー

14ilO 片づけと閉祭式の準備

15:20 昆国男瀑王ヽ

16:40 学級活動

17iOO 活動終了

17:10 生徒完全下校

20日 (金)・ 21日 (■)の画日とも、日程はあ<
までも予定ですので、天候状況によつては、開始時刻や

終了時刻が前後することがありますので、ご承知おきい

ただき、ゆとりをもつてご来校<ださい。

雨天時の日程変更等については、別紙通知にてご確認

ください。

20 第 1学年 学年発表 【50分間】
学年発表「猫に未来はない」
学年含唱「輝くために」

14:20 第 2学年 学年発表 【50分間】
学年劇「青空へ つづる 手紙」
学年含唱「いのちの歌」

15:20
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第 3学年 学年発表 【50分間】
学年発表「Momo Theレ インボー」
学年含唱「生きる」

発表部門閉会式

発表部門終了

学年集会

一般生徒下校

片付けと競技部門の準備

生徒完全下校

時 間 帯

11:15～ 11:50
1年

展示見学

2年
昼食

3年
学年の時間

11:55～ 12:30 昼食 学年の時間 展示見学

12:35～ 43:」 O 学年の時間 展示見学 昼食


