
2014（第67回）

石棺琴
平成2ム年　8月30日（土）PlHZ：00⊥pMI5：00

3IB（8）AMIO：00～PMI5：00

宇＿マrLeI，g ParlYJ
～盛り上がる漢たち～

本日はお忙しいなか、ご来校いただき誠にありがとうございます。

テーマ「1。et，s Pa止y」～盛り上がる漢たち～、今年度67回目を迎えること

ができました。我々岩手中高生は、学校を挙げての一大イベントを成功させる

ために、頑張って準備に取り組んできました。この残暑を吹き飛ばすくらい、

とにかく楽しい石桜祭です。

尚、今年度はスポーツキャスターで北京オリンピック競泳400mメドレ
ーリレー銅メダリストとして活躍されました、宮下純一氏をお招きし講

演会を行います。

生徒ひとりひとり頑張りますので、心ゆくまで満喫していただけるよう願い

ながらこの場を借りて挨拶とさせていただきます。

講演会　宮　下　純　一　氏　　（一般公開入場自由） 

演題．『出会いに感謝　～患い続けたオリンピック～』 

日時：平成26年8月30日（土）10：00～11：30 

場所：本校体育館 

岩手中学校・岩手高等学校

石桜祭実行委員会

生徒会長　豊　島　主　人
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第67回　石桜察　平成26年度（2014）

◎一般公開　8月30日（土）　12：00～15：00

8月31日（日）　10：00～15：00

（学校食堂・屋台オーダーストップ14：30）

【案内図】　　　　　階段

坊、 �� ��yd�､Yeh���5��ｸ8�ｶ�(2� ��海王 ラグビー部 マッサージ ��ンヤアキ／グ ティロ・フィナーレ 凾ｨ化け屋敷 絹すぎ猛鳥！ ��

階段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　階段

国際交流部 研究発表 傚�;兀B�ﾞﾉV�5x鹵� �ﾘﾎ傅ｸｯｹYB����ﾒ� 写真部 作品展示 � 

組　　　　　　　　　　全校生徒の「短歌」作品展示　学習委員会　廊下壁面　l 

階段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　階段

1階 剋末ｱ室 劔� ��凵結�ｫ 剪�劔劔�ﾘ��効醜橙�ﾌ9gｸ�2�剪�

男子 トイレ 劔(h����X醜��儕TAハザー 日用品・雑貨・喫茶コーナー 　　　など 劔劔劔 

m 劔劔出入口 †1 出入口 ��劔剔S校生徒の「短歌」作品展示　廊下壁面 

正 門 � �� ��③l④ 剪� ��h587��B�刧F 凵汢ｮ台の主なメニュー◆ 

十書館】 劔��� 劍t｢�タコス、かき氷 
⑧ 劔劍t��焼き鳥 劍tｲ� 

⑤1⑥ 劔劔劔劍t"�クレープ 劍tﾂ� 

」遥」」 直垂画 � 劔凵� 美 術 工 まと‾ フ耳 部 †1 ��劔?ｨ��tﾂ�劔 ����2�フランクフルト 劍tﾒ�うす焼き 

音楽室 劔劍xr�tﾂ�剪�劔 ���B�かき氷 劍t�� 

⑥ �7ｨ6(6x5��ｸ4ﾂ�� 

放送室l 劔剪�劍tｦﾈt��劔 �ﾘ��B��b�ポップコーン 

巌階段正司　‾芸慧芸 劔劔劔（勒 傲H*ｹ+��女子十イし 劔劔劔劔劍t��チョコバナナ 

→ ����劔劔劔���焼きそば 受 付 日 入口 ��

男子トイレ 

職員室 劔劍耳����Lｨ����ﾏh����､｢�劔劔劔� 

体育館】　体育館イベント 劔劔俎X�檍��ｷｸ��岑��lh��耳��ｷh��������以�3�?ｨ��7��｢�

演題『弘合いに感鶉～思い穂・‖こオリンピック～』10：00～11：30 

8月30日（土）午後 劔劔8月31日（日）午前 剴以�3�?ｨ��?ｨ�ｨﾍ�2�

女装コンテスト 劔劔 劔劔 剪�

吹奏楽演奏 劔劔 劔劔 剪�

映画部作品上映 劔劔 劔劔 剪�

自然科学部 劔劔モデルロケットの展示・打ち上げ（打ち上げ時間は放送でお知らせします） 

山岳部＆スキー部 劔劔フリークライミング体験、バランスゲームコーナーなど 
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