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平成30年度 岩手県立花巻農業高等学校 ＰＴＡ通信 第９号

イーハトーブ通信
２０１８
＜平成３０年１１月１５日（木）発行＞

花農祭
本年度の花農祭は「賢治と育む愛農精神」をテーマに、各学

科の多彩な展示や販売・各文化部の発表および展示など、本年
も盛りだくさんの内容で開催しました。一般公開日の 10 月 27
日（土）はあいにくの雨模様でしたが、約１４００人の来場者
が訪れ、平成最後の花農祭にふさわしい文化祭でした。また、PTA
企画の食堂・喫茶には PTA 会員 25 名の協力がありました。ク
レープ 800 個はすぐに完売する盛況ぶりでした。PTA 会員のみ
なさま、ご協力ありがとうございました。来年度の花農祭もよ
ろしくお願いします。

（男装女装コンテスト）

（各科の展示） （にぎわったフードコート）

生徒の活躍
＜農 業 ク ラ ブ＞■第69回日本学校農業クラブ全国大会鹿児島大会 家畜審査競技会

平成３０年１０月２４日（水）～25日（木）肝属中央家畜市場（鹿児島県鹿屋市）
家畜審査競技会（肉牛の部） 優秀賞 斎藤嵩平

＜ 陸 上 競 技 部 ＞ ■2018年度 第23回東北高等学校新人陸上競技選手権大会
平成30年9月２８日（木）～３０日（日） 秋田県立中央公園陸上競技場
走高跳 第１１位 伊藤正樹 1m８７

＜視聴覚委員会＞■平成３０年度高校生交通安全テレビCMコンテスト
平成３０年１１月２日（金） 盛岡市都南文化会館大ホール
グランプリ 「手」（１２月からIBC岩手放送のCMとして放映予定）
※11月24日（土）9:25～ IBCの「じゃじゃじゃTV」で紹介されます。
優秀賞 「落とし物」

■第４１回岩手県高等学校総合文化祭放送部門大会 兼
第３６回岩手県高等学校放送新人大会
平成３０年１１月５日（月） 岩手県民会館

◇ビデオメッセージ部門 最優秀賞 「銀河鉄道～賢治先生の想い～」→

◇アナウンス部門 優秀賞 佐藤純江→
◇朗読部門 予選 菅原由衣
◇ラジオキャンペーン部門 ７位相当 「告白」
◇テレビキャンペーン部門 最優秀賞 「日本一の響き」→

７位相当 「伝わるわけがない」

平成最後の花農祭

全国大会

東北大会

東北大会出場

全国総文祭、東北大会出場

全国総文祭出場
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＜ハンドボール部＞■第62回岩手県高等学校新人ハンドボール大会
平成３０年１１月2日（金） 花巻市総合体育館

１回戦 花巻農業 ３０－１２ 一関高専
２回戦 花巻農業 ５－５５ 不来方

＜バドミントン部＞■第５８回岩手県高等学校新人バドミントン大会
平成３０年１１月１日（木）～４日（日） 奥州市総合体育館

◇男子団体 ２回戦 花巻農業 １－③ 黒沢尻工業
◇女子団体 ２回戦 花巻農業 ③－２ 盛岡商業

３回戦 花巻農業 ０－３ 前沢 （ベスト１６）
◇男子シングルス ２回戦 藤本駿 ②－０ 一関修紅

３回戦 藤本駿 １－② 盛岡市立 （ベスト１６）

＜ボクシング部＞■第59回岩手県高等学校新人大会ボクシング競技
平成30年11月1日（木）～4日（日） 都南体育館（盛岡市）

実戦競技 女子ライト級 第３位 小原野々華
実戦競技 女子ライト級 第３位 多田希実
演技競技 男子バンタム級 出場 佐々木歩
演技競技 男子ミドル級 第１位 西村百海
シャドーの部 第３位 藤田実夢
シャドーの部 第１位 高橋雛子

＜卓 球 部＞■第64回岩手県高等学校新人卓球大会
平成３０年１０月２６日（金）～２８日（日） 一関市総合体育館

◇男子学校対抗 １回戦 花巻農業 ③－０ 岩泉
２回戦 花巻農業 ０－③ 専大北上

◇女子学校対抗 ２回戦 花巻農業 ③－１ 花巻北
３回戦 花巻農業 ０－③ 一関第二

◇男子ダブルス ２回戦 佐々木麗斗･川村航平 ③－１ 不来方
３回戦 佐々木麗斗･川村航平 ０－③ 専大北上 （ベスト１６）

◇女子ダブルス １回戦 八重樫千咲･浅沼有希 ③－０ 久慈東
２回戦 八重樫千咲･浅沼有希 ０－③ 盛岡第二

◇男子シングルス １回戦 朝倉晴 ③－２ 一関高専
２回戦 朝倉晴 ０－③ 専大北上

◇女子シングルス １回戦 八重樫千咲 ０－③ 福岡
浅沼有希 １－③ 盛岡農業
佐々木望羽 ③－０ 盛岡第三

２回戦 佐々木望羽 １－③ 専大北上

■ジュニア２次予選
平成30年10月８日（月） 奥州市総合体育館

◇男子シングルス １回戦 朝倉晴 １－③ 雫石ジュニア
◇女子シングルス １回戦 八重樫千咲 ③－０ 川口卓球教室

浅沼有希 ③－１ 久慈高校
２回戦 八重樫千咲 ０－③ 専大北上高校

浅沼有希 ０－③ 宮古商業高校

＜弓 道 部＞■岩手県高等学校新人大会花巻地区予選
平成３０年１１月２日（金） 花巻市武徳殿

県大会個人出場資格獲得者 菊池浩大(12射中10中) 小石海月(12射中9中)
髙橋大耶(12射中 ８中) 小瀬川昴(12射中8中)

＜ソフトボール部＞■第６５回岩手県高等学校新人大会ソフトボール競技
平成３０年１０月１３日（土）～１５日（月）

一関市東山町 唐梅館総合公園グラウンド

１回戦 花巻農業・紫波総合 １０－ ９ 高田

２回戦 花巻農業・紫波総合 ０－１１ 専大北上（４回コールド）

東北大会出場
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＜バレーボール部＞■全日本バレーボール高等学校選手権大会花巻地区予選
平成３０年９月２０日（木）～２１日（金） 花巻市総合体育館
花巻農業 ０－② 花巻北
花巻農業 ０－② 遠野
花巻農業 ０－② 花北青雲
花巻農業 ②－０ 遠野緑峰
花巻農業 １－② 紫波総合

＜ソフトテニス部＞■第６３回岩手県高等学校新人大会ソフトテニス競技
平成３０年９月２８日（金）～２９日（土）

北上市 和賀川グリーンパークテニスコート

◇男子団体 １回戦 花巻農業 １－② 花巻南
◇女子団体 １回戦 花巻農業 ０－③ 金ケ崎
◇男子個人 １回戦 菊池春斗・菊池雅人 １－④ 盛岡大学附属

＜ 硬 式 野 球 部 ＞ ■第７１回秋季東北地区高校野球花巻地区予選
平成３０年８月２５日（土）～９月２日（日） 花巻球場 （Ｐはピッチャーの略）

１回戦 ８月２５日 花巻農業| ０１０ ０００ １０ |２
遠 野| １００ ０１０ ４３× |９ （８回コールド）

Ｐ菊池洸(農)畑山凜(遠)
2表ｿﾛHR菅原(農)

復活１回戦 ８月２６日 三校連合| ０００ ０ ０ |０
花巻農業| ００２ １７ × |１９ （5回コールド）

Ｐ鈴木(連)菊池洸(農)
4裏満塁HR菅原(農)

代表決定戦 ９月１日 花巻農業| ０００ ０００ ００１ |１
花巻北 | １０２ ０２０ ００× |５

Ｐ菊池洸(農)長沼(北)

第５代表決定戦 ９月２日 花巻農業| ０００ ００１ ０００ |１
花巻南 | ０１０ ４００ ０２× |７

Ｐ菊池洸(農)藤川(南)

＜鹿 踊 り 部＞■岩手県高等学校文化連盟賞

■平成３０年度第１回はばたたき賞

■花巻ユネスコ賞

■第７１回岩手日報文化賞学芸部門奨励賞

■第４１回岩手県高等学校総合文化祭郷土芸能発表部門
平成３０年１０月１３日（土） 北上市文化交流センター さくらホール

「特別賞」
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★12月の主な行事予定★
１ 土 ２年修学旅行（最終日）

２ 日

３ 月 2年代休 安全点検日 食育講話（1年)

４ 火

５ 水 全校 G

６ 木

７ 金 県南広域振興局主催企業見学（1･2年)

８ 土 農業技術検定

９ 日

１０ 月

（活躍した農業クラブ全国大会代表の生徒）
１１ 火

１２ 水 職員会議・農場会議

１３ 木 後期農ク・生徒会総会

★11月の主な行事予定★ １４ 金

１５ 木 １５ 土 食物調理技術検定 2級実技試験

１６ 金 農ク・生徒会立会演説会 １６ 日

１７ 土 １７ 月 クラス読書会

１８ 日 ２級造園施工管理技術検定（３Ｂ） １８ 火 全日本女子ボクシング大会（長崎）

１９ 月 ２年進路ガイダンス② 公務員模試⑪ １９ 水 自動車教習所通所許可式③

２０ 火 ２０ 木

２１ 水 自動車教習所通所許可式② ２１ 金 授業納め式

２２ 木 ２２ 土 アンサンブルコンテスト花巻地区大会

２３ 金 勤労感謝の日 ２３ 日 天皇誕生日 冬季進学課外 ｱﾅｳﾝｽ朗読講習会

２４ 土 番組講習会 ２４ 月 振替休日

２５ 日 ２５ 火

２６ 月 １年進路ガイダンス② ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導 ２６ 水 基礎学力診断テスト④

２７ 火 ２年修学旅行 ２７ 木

２８ 水 ２８ 金

２９ 木 ２９ 土

３０ 金 ３０ 日

３１ 月 閉庁日


