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田沢湖一周駅伝競走大会
男女とも県大会へ，おめでとうございます！

8月27日，田沢湖で行われた「第45回大曲・
仙北田沢湖一周駅伝競走大会」並びに「第20回
大曲仙北中学校田沢湖女子駅伝競走大会」で，男
子Ａチーム７位，女子Ａチーム６位の成績を収め
ました。県大会進出は，男女とも６位以内が規定

ですが，男子は好記録ということで，駅伝専門部
会推薦で，県大会出場となりました。
結果は，次の通りです。区間 距離 氏名 時

間 全体順位 区間順位〔 〕 の順に記します。

◎ 第45回大曲・仙北田沢湖一周駅伝競走大会

Ａチーム 第７位 １時間１０分５６秒

１区 2.5km 能美勇樹さん 8'32" ７ 〔７〕
２区 2.4km 林崎瑠玖さん 7'55" ５ 〔８〕
３区 2.7km 佐々木蓮さん 9'11" ６ 〔９〕
４区 3.0km 高貝柊斗さん 10'06" ５ 〔５〕
５区 3.3km 館岡陸さん 11'05" ４〔５〕
６区 3.2km 髙橋太陽さん 11'53" ５ 〔11〕
７区 3.5km 藤原大地さん 12'14" 7 〔15〕

Ｂチーム 第11位 １時間12分02秒

１区 2.5km 茂木里久さん 9'00" 18 〔18〕
２区 2.4km 難波大翔さん 7'52" 13 〔6〕
３区 2.7km 山谷颯大さん 9'23" 13 〔14〕
４区 3.0km 戸澤一久さん10'45" 15 〔18〕
５区 3.3km 青山澪さん 10'46" ９ 〔４〕
６区 3.2km 能美力也さん 11'30" ７ 〔９〕
７区 3.5km 猪本海さん 12'46" 11 〔21〕

◎ 第20回大曲仙北中学校田沢湖女子駅伝競走
大会

Ａチーム 第６位 47分19秒

１区 2.0km 大澤ゆき乃さん 6'52" ８〔８〕
２区 2.5km 藤枝愛美さん 10'21"13〔14〕
３区 2.4km 佐々木花純さん9'31" 14〔17〕
４区 2.7km 藤原舞さん 9'49" 10〔５〕
５区 3.0km 佐藤里緒さん 10'46" ６〔２〕

Ｂチーム 第22位 52分03秒

１区 2.0km 山﨑さくらさん 7'32" 22〔22〕
２区 2.5km 田中璃桜さん 10'34" 19〔18〕
３区 2.4km 黒山藍伽さん 10'14" 22 〔23〕
４区 2.7km 草彅紗良さん 11'43" 23 〔23〕
５区 3.0km 藤川陽向さん 12'00" 21〔14〕

全員帰校してから，全校生徒に「駅伝選手をた
たえる会」を開いていただき，エールをもらいま
した。
応援していただいた保護者の皆様，地域の皆様，

本当にありがとうございます。
県大会は9月20日（日）県営陸上競技場周回

コース ですので，さらなる応援をよろしくお願
い申し上げます。

平成27年度
中高学習指導研究協議会（県南地区）開催

9月１日(火)，角館中学校と角館高校で，国語，
社会，数学，理科，英語に関する研究授業をそれ
ぞれの学校で行い，研究協議会を角館高校で行い
ました。
角館中学校では，２校時に，国語は３年Ｃ組，

社会は２年Ａ組，数学は２年Ｄ組，理科は1年Ａ
組，英語は３年Ｂ組で研究授業を行いました。各
教室には，大曲仙北の高等学校，中学校から先生
方が，各学級に20名くらいずつ参観しました。
指導者は秋田県教育庁義務教育課の指導主事，南
教育事務所仙北出張所の指導主事，秋田大学の先
生方，主催の高校教育課の指導主事の方々でした。
本校の研究主題は
「生徒の『学習力』
を伸ばす授業づく
り～『聴く，つな
ぐ，学び合う』授
業の追究～」で，
それが具現化され
た授業であったと
思います。
高校の授業も変

化してきており，
秋田型算数・数学
を取り入れた手法
を取り入れており
ました。時代とと
もに，高校の授業
も変わってきてい
ることを目の当た
りにしました。
全体会では総勢90名ほどで，角館高校のでき

たての講堂で行いました。
中高の先生方が，膝を交えて，語り合った有意

義な一日となりました。授業者の先生方，そして
奮闘した生徒の皆さん，また，自習を一生懸命行
った皆さん，本当にありがとうございました。そ
してお疲れ様でした。
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お祭り集会 開催

9月2日(水)の6校時に「お祭り全校集会」を行
いました。
最初にお祭りについて，地元ということで校長

講話がありました。
レジュメを抜粋します。

お祭り 講話 （１５分）

１ 角館のお祭りに角館人として，誇りをもって
参加してほしい。
お祭りがあるから角館中学校生はだめだ，と言

われるのではなく，お祭りがあるから角館中学校
生は素晴らしい，歴史と伝統の中で生きている，
と言われるように行動してほしい。
２ 産土(うぶすな)さまとしての神明社と薬師様
産土・・・産土神（うぶすながみ）は、神道に

おいて、その者が生まれた土地の守護神を指す。
その者を生まれる前から死んだ後まで守護する神
とされており、他所に移住しても一生を通じ守護
してくれると信じられている。産土神への信仰を
産土信仰という。(インターネットから転載)

神明社・・・天照大神を祭神とする伊勢神宮の
末社

薬師神社・・薬師如来を祀る薬師堂であったも
のが，明治６年１０月に神社と
して登録されて以来のもの。明
治３年に「神仏分離令」という
法律が定められて「神様と仏様
はまったくべつのものです」と
されて神社とお寺が分かれてし
まった。お薬師さんのご本尊が1
5cm 位の仏像（薬師如来）だっ
たので，お寺と定められた。

神明社と薬師堂の歴史については，文献にあた
ってみてください。
元々，神明社のお祭りは６月１６日にあった。
薬師さんのお祭りは，１２月に薬師祭礼として

行われていた。ところが1732年の佐竹北家日記
に８月７，８日両日に行う，と書かれているので，
この年を境に，神明社のお祭りが６月から８月へ，
薬師さんのお祭りが１２月から８月へと繰り上げ
られ，７日が神明社の宵宮（宵祭り），８日が神
明社の本祭で薬師さんの宵宮（宵祭り），９日は
薬師さんの本祭りとなっている。旧暦なので実際
は９月に行われている。
３ 山車の呼び名，人形等
薬師堂の神様が山から降りてくる，ということ

から「やま」という言葉が生まれた。
神様は我々の目には見えないので，一番神様に

近い存在として７歳くらいの子どもを山車の上に
のせていた。しかし，子どもはぐずるので，人形
に変わった。
４ お祭りは何を行うのか。
一年に一度神様と寝食を共にして，神様に感謝

したりお願いごとをする。だから，山から降りて
きた神様が見つけやすいように，もっこを高くし
ている。あるい置山をつくって，そこに草や木な
ども植えてある。普段神様は山の中に住んでいる
ので，山と同じ環境にしておけば神様も来やすい
だろうということから。そして神様へのおもてな
しの心で，音楽や踊りを行ったり，お酒を飲んだ
りするのである。
５ お祭りの運行に関して
７日神明社参拝，８日佐竹のお殿様へ上覧（石

黒恵家），観光用激突，薬師堂参拝，９日自丁内

に山車みせ，そして他丁内へ，薬師堂参拝は９日
の午後１１時まで。
６ 山車をつくっている人とお祭りを支える資金
若者という名前がついている丁内は，若者が中

心になって山車を作っているが，若者と名前が付
かない丁内ー中央通り，七日町丁内，本町通りの
３つーは丁内が中心になって「やまこしゃ」を行
っている。丁内の家々の寄付を募っている。
７ 思い出深いお祭りの光景
２０年くらい前でしょうか。大横丁から佐藤書

店を通って，七日町が岩瀬に向かっていました。
山根谷地町旭会は，岩瀬町から大横丁に向かって
いました。この道はとても狭く，山根は薬師堂参
拝を控えている，七日町は岩瀬丁内を賑わせるた
めに向かっている。おそらく，山根が上り山車で
七日町が下り山車だと思います。そこで，ここは
激突になるか，と思ったのですが，交差をする，
ということで双方の山車が交差しはじめました。
本来であれば，上り山車が優先ではありますが，
山根も右側ぎりぎりまで寄り，七日町も左側ぎり
ぎりまで寄りました。それぞれの右側には電柱が
あり，左側の山車が少しでも触れたら，そこで激
突となってしまいます。しかしながら，責任者を
はじめとして山車の四方に人がつき，私はもちろ
ん押すだけでしたが，先導の笛に合わせて，あの
狭い道で交差が成功しました。二つの山車が交差
しおわったときは，互いに拍手をして，お互いの
健闘を祝ったのです。こういうお祭りもあるのだ，
とそのとき思いました。
また，ある年，山根は，一度も山車ぶっつけを

せずに，丁内に戻ったことがあります。私は最後
の最後まで山車についていて，藤田商店の前に山
車が着いたときの責任者の一言が忘れられませ
ん。「何も事故がなく，無事に３日間のお祭りを
過ごすことができた。皆さんに感謝したい。」と
涙ながらに話してくれたのです。私たちもその言
葉を聞いて，山ぶっつけはできなかったのだけれ
ども，安全に３日間お祭りをきちんとできたこと
で今年は大満足だ，こういうお祭りもあるのだ，
と改めて，思いました。朝方まで起きていて私た
ちのために，丁内のお母さんたちが作ってくれた
味噌汁は本当においしかったことを覚えていま
す。
次に，生徒指導主事からお祭りの約束事につい

て説明がありました。
最後は丁内毎に分かれて，班長等を決めました。

新人招待試合大奮闘！

8月29日(土)～30日(日)に行われた各種大会
で優秀な成績を収めましたのでご報告いたしま
す。
◎ 第37回 大仙北柔道大会

個人 松本唯 さん 優勝
１回戦
松本(角館)○押さえ込み１本●松本(大曲)

２回戦
松本(角館)○押さえ込み１本●小林(大曲)
決 勝
松本(角館)○技あり大内刈り●高橋(仙北)

◎ 第３６回仙北中学校招待新人野球大会第３位
１回戦 角館○３－１●太田
準決勝 角館●２－３○本荘南
３位決定戦
角館○９－０●南外・豊成・桧木内合同


