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「白鷺祭」最高！ ～感動はさらなる成長の糧～
市ケ尾高校最大のイベント「白鷺祭」を盛況のうちに無事終えるこ テーマ：市高最高 白鷺は加速する＿＿。
これまで私たちは、日々の学習・部活動に
とができました。関係の皆様には心よりお礼申し上げます。
加え、体育祭・文化祭などの様々な行事を通
体育祭、文化祭を合わせた祭典「白鷺祭」は、それぞれの実行委員
してたくさんのことを学び、大きく成長して
長をトップに、生徒会、実行委員会、CORE と呼ばれる有志スタッフを
きました。
中心に、
実施後の振り返りから始まってほぼ１年をかけて準備を重ね、
そして今年、市ケ尾高校は 40 回目の白鷺祭
当日を迎えます。40 回目に当たる今年度のテーマは「市高最高 白鷺 を迎えます。そんな中“去年よりも今年 今
は加速する＿＿。
」です。様々な困難を乗り越えてやり遂げた喜びと達 年よりも来年”
“現状に満足せず向上心を持っ
成感、より強まった友だちとの絆や連帯感、楽しかったこと、苦しか て日々成長していきたい”という思いを込め
ったことなど、全てが大きな感動となって生徒の皆さんの心に残って てこのテーマに決定しました。
また、これからも「市高最高」を受け継い
いることと思います。それが、さらなる成長の糧となります。
でいこうという市高生の熱い思いが「白鷺は
市高の体育祭、文化祭も市高生とともに歩んできました。
加速する＿＿。
」に込められています。
第１回の体育祭は昭和 49 年に、第１回の文化祭は昭和 51 年に開催
（第 40 回白鷺祭パンフレットより）
されました。文化祭は当初、10 月に開催され、当時は「神無祭」と呼
ばれていたようです。第４回から体育祭と文化祭を合わせて現在の「白鷺祭」という名称になり、この間「秋の長雨」
の言葉どおり、９月開催の体育祭のうちの何回かは雨天順延や中止になっています。しかし、この 40 年、
「自主自律」
の精神のもと、市高生の「白鷺祭」にかける情熱とエネルギー、創造性と感動は、綿々と受け継がれ、年々進化を遂
げています。そして、今年も生徒の皆さん一人ひとりが、
「白鷺祭」を通して、新たな自分に出会い、さらに可能性を
広げ、大きく成長したことでしょう。
さて、３年生の皆さんは、いよいよ進路実現に向けて大きく「加速」する時期ですね。体調管理に十分留意して悔
いのないよう全力を尽くしてください。進路実現の鍵は、皆さんの心の中にあります。
食い障害物走は、足の速さもさることながら、障害物や
パン食いの「技」が決め手です。部活対抗リレーでは、
今年も予定日が雨だったため、
翌日の開催となりました。 どの部もコスチュームやバトンに工夫を凝らし、意外な
週間天気予報は毎日が高い確率で雨。校長室の窓に吊るし 部の駿足に驚きました。棒倒しの男の闘いも迫力があり
たてるてる坊主の甲斐もなく順延となり、開催自体が危ぶ ましたが、女子のタイヤ取りも負けず劣らずの熾烈な闘
まれましたが、その日の午後、急に雨があがり晴れ間が！ い。今年は、敵の陣地に持っていかれ
グラウンドは一面の水たまりで最悪のコンディションで
たタイヤも奪い返せるという新ルール。
したが、その回復をグラウンドの水はけと天気に託し、で 作戦とチームワークが勝敗を決めます。
きるだけの事前準備をして皆が体育祭の開催を願いまし
クラス対抗リレーや色別リレーでは、
た。幸い天気ももちこたえ、９月３日(木)は早朝から担当 各クラス、
各色一丸となっての大声援。
の先生方や 100 人を超す有志生徒が集まり、
ライン引きを 大いに盛り上がりました。
はじめ全ての準備を短時間で終え、
何と予定どおりの時間
午後の部最初の応援団パフォーマン
に体育祭を始めることができました。
まさに市高生の団結 スには皆が注目。夏休み中も学校に通
力と底力の賜物。さすが市高生！です。
い、選曲、振り付け、練習、衣装など、
今年度の体育祭のテーマは「REMAKE×RESTART」
。新た
相当の努力を重ねて迎えた本番です。
な競技が増え、学年種目もありました。応援団のあり方
多くの困難を乗り越え、仲間とともに
もさらに充実。赤組、青組、黄組の３団に分かれての熱
つくり上げたパフォーマンスはどの団
い闘いです。応援団長は、新たな体育祭づくりに抱負と
も甲乙つけ難い出来栄えでした。
覚悟をもって臨んだ３人の勇者。応援団パフォーマンス
最後の校歌斉唱は市ケ尾高校の伝統、
のみならず、競技応援でも熱い応援を繰り広げました。
1,200 名の全校生徒がグランドいっぱ
騎馬戦は、男 いに円陣を組み、肩を組んで揺らしな
子は勿論、女子 がらの大熱唱。仲間との一体感と大き
の騎馬戦も迫力 な感動は、いつまでも鮮明に心に残る
満点。
大将戦も、 ことと思います。
「青春」という懐かし
大いに盛り上が い言葉がぴったりの感動的な光景でし
りました。パン た。途中、雨がぱらつき、最後の最後
応援賞の青組パフォーマンス
各色応援ボード

体 育 祭 ～秋雨に訪れた奇跡的な晴れ間～

まで天気に気を揉みましたが、悪天候にも挫けず、様々
な可能性を想定し、実行委員長を中心に全ての生徒がそ
れぞれの役割を担い、皆で力を合わせてやり遂げた体育
祭でした。また、ＰＴＡのお茶のサービスなど、心のこ
もったご支援ありがとうございました。今年度の総合優
勝は赤組でした。その他の成績は次のとおりです。
応援賞：青組 競技優勝：赤組 色別リレー：青組
学年種目：１年２組、２年９組、３年９組
クラス対抗リレー：１年４組、２年５組、３年１組
部活対抗リレー：
（男子運動部）ハンドボール部
（女子運動部）硬式テニス部（文化部）吹奏楽部
部活対抗リレー（盛り上がったで賞）
：サッカー部

文 化 祭 ～今年も更新。来場者 6,428 人～
９月 12 日（土）、13 日（日）の両日、天気にも恵ま
れ、6,428 人もの方がご来場くださいました。ちなみに
一昨年は約 5,500 人、昨年は 6,000
人余。今年もたくさんのご来場、あ
りがとうございました。
ポニーの丘での開祭式では、体育
館・視聴覚団体 PR に続いて恒例のジ
ェット風船。秋晴れの澄んだ空に色
とりどりの風船が飛んでいく、気持
ちのよいオープニングです。
今年は、
ゲートを入ってすぐの校舎壁面に掲げられた１
年生の書道選択者全員(145 名)による「一字書」(168 枚)
で作られた垂れ幕が目を引きます。一人ひとりが考え抜い
て選び、50 色の色画用紙に一文字一文字心を込めて書か
れた文字が集められています。
また、どの団体も装飾に工夫
を凝らし、デザインや質感、細
部にまでこだわり、連日放課後
遅くまで残って作り上げた力作
揃い。訪れた方々も楽しんでくださったこ
とと思います。
◆◆「市高どら焼き」誕生！
今年度もＰＴＡの皆さんが休憩コーナ
ーを作ってくださいました。体育祭の DVD
も上映され、居心地のよい空間です。
今年は、この休憩コーナーでおにぎり、
お茶の販売に加え、地元の唐揚屋さんの唐
揚、そして、「市高最高」の焼き印の押さ
れた「市高オリジナルどら焼き」を企画、
販売してくださいました。文字は書道部の
部員が書いてくれた文字を型にしたもの。南国仕様の模擬
店にいたこだわ
ボリュームたっぷりで１つ180円。
１日500 りの大きなカメ
個の限定販売でしたが、両日と
も 25 分ほどで完売という人気
ぶり。新たな「市高名物」間違
いなし！です。正面ゲート横の
屋外テントでも、新たな企画と
してカレーを販売。具だくさん

書道部によるパフォーマンス

の家庭の味が大人気でした。ＰＴＡの皆さ
ん、ありがとうございました。
◆◆ 後夜祭のことなど……
後夜祭では、多くの生徒の新たな一面を
今年誕生した「市
発見しました。後夜祭というと、軽音楽部 高最高」の焼き印
や有志バンドの演奏が中心の学校が多いと のあるどら焼き
思いますが、本校の後夜祭は、「市番星」に輝いたバンド
演奏の他、１ステージ４分程度の持ち時間で、漫才、コン
ト、ダンス、ピアノやエレキの弾き語り等々、多くの生徒
がステージに登場。運動部の試合で
活躍していた生徒がものすごく歌が
上手だったり、毎朝、笑顔であいさ
つしてくれる生徒がキレのよいダン
スを踊っていたりなど、次から次へ 朝早くから校舎の隅で練習し
と登場する芸達者な生徒たちの「文 ていたのは、この日のためだ
ったんですね。成果あり！
武両道」以上の才能に驚きました。
◆◆ フィナーレは花火と校歌と「市高最高！」
後夜祭の後はいよいよ恒例の花火。
18時ごろはまだ明る
かったのにあっという間に日が暮れ、予定どおり18時30
分に打ち上げ開始。
ポニーの丘で夜空に華やかに開く花火
を皆で楽しみました。そして、白鷺祭の締めくくりは、円
陣を組んでの校歌、
そして声を合わせての
「市高最高！」
。
この感動は、何十年経っても色褪せることのない、生涯を
通しての宝物になることと思います。
地域の方からの１本の電話
～これからもずっとお元気で～
花火の打ち上げ 30 分ほど前に、地域の方からお電話
をいただきました。90 歳を超えていらっしゃる親御さん
が、毎年、車椅子から眺める白鷺祭の花火をとても楽し
みにしていらっしゃるとのこと。どうか来年も、再来年
も、その後もずっとお元気で花火をご覧いただきたいと
思います。うれしいお電話でした。

市番星！（参加団体部門別人気投票）
展示実演部門：１年２組
模擬店部門・クラＴ部門・のぼり部門：３年１組
体育館部門：ダンス部（３年）バンド部門：Ｓeｐｔｅｔ
●●

生徒の活動から （８月分追記）●●

■ 華道部 ８月７日（金）小原流第 11 回学生いけばな
競技会（はなの甲子園）準優秀１名、佳作３名。本校
は、出展者全員入選の快挙！
■ 陸上部 ８月 23 日（日）第 88 回
関東陸上競技選手権大会 女子 800
ｍに出場（２年 栗栖 由佳さん）
。
大学生や社会人も出場する大会は
よい経験になったと思います。
■ 合唱部 ８月 22 日（土）第 58 回
神奈川県合唱コンクール（Ａブロッ
ク）銅賞受賞。本校は、初出場、最 はなの甲子園準優秀
少人数ながら銀賞にあと一歩の大 の副賞の花器に活け
た作品（文化祭）
健闘！
（３年山里苑子さん）

