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福生の中学生、部活動でも活躍しています！
中学校部活動の４月から８月までの記録のうち、主なものをご紹介します。
福生第一中学校………………………………………………
◆男子ハンドボール部
東京都中学校ハンドボール総合体育大会出場
８・10ブロック中学校ハンドボール選手権大会 準優勝
◆女子ハンドボール部
東京都中学校ハンドボール総合体育大会出場
８・10ブロック中学校ハンドボール選手権大会 優勝
◆陸上競技部
中山幸来（２年）
全日本中学校通信陸上競技東京都大会 走高跳６位 1m54cm
中学校地域別陸上競技大会 走高跳３位 1m53cm
◆吹奏楽部
第59回東京都中学校吹奏楽コンクール
〔Ｂ組〕 金賞
◆男子ソフトテニス部
福生市長杯ソフトテニス大会
男子個人の部 優勝 南雲葵葉（3年） 足立圭弥（3年）
◆女子ソフトテニス部
福生市長杯ソフトテニス大会
女子個人の部 準優勝 鈴木寿理（2年） 森本真菜（2年）

個人の部 古口智也（3年） 濵中 純（3年）
（都大会出場）
◆女子バスケットボール部
第８ブロック中学校バスケットボール春季大会 優勝
第８ブロック中学校バスケットボール選手権大会 優勝
◆陸上競技部
中学校地域別陸上競技大会（都大会出場者）
1年男子1500m
鬼頭湊輝（1年） 6位 5分02秒20
1年男子走幅跳
武蔵 崇（1年） 7位 4m50
共通男子110mＨ 大橋啓人（3年） 16秒91
3年女子100m
新條沙彩（3年） 13秒35
福田乙葉（3年） 13秒57
共通女子100mH
岡 小春（3年） 2位 15秒10
福田乙葉（3年） 7位 15秒90
共通女子砲丸投
橋本智華（3年） 3位 10m09
共通女子四種競技 橋本智華（3年） 8位 1946点
輿石千夏(2年) 1942点
共通女子4×100mR 内田栞那
（3年） 新條沙彩
（3年）
岡 小春
（3年） 福田乙葉
（3年）
1位 52秒02
東京都中学校総合体育大会
共通女子100mH 岡 小春(3年) 7位 16秒32
福生第二中学校………………………………………………
全日本中学校通信陸上競技東京都大会
◆女子バレーボール部
共通女子100mH 岡 小春(3年) 4位 14秒92
第８ブロック春季バレーボール大会 優勝
◆吹奏楽部
第８ブロックバレーボール夏季選手権大会 優勝
第58回東京都中学校バレーボール春季大会出場
第59回東京都中学校吹奏楽コンクール［東日本部門］ 金賞
◆男子ソフトテニス部
◆剣道部
福生市長杯ソフトテニス大会
第8〜11ブロック中学校夏季剣道大会 ベスト8
東京都中学校剣道選手権大会男女団体戦出場
男子個人の部 準優勝 古口智也（3年） 濵中 純（3年）
◆体操
第８ブロック中学校ソフトテニス大会
第67回東京都中学校体操競技選手権大会
団体の部 入賞

Vol.

9

今村健太郎（2年） 個人総合7位 跳馬3位
牛房寧織（1年） 個人総合5位 段違い平行棒5位
平均台7位 床6位
第50回関東中学校体操競技大会
牛房寧織（1年） 個人総合12位
◆ものつくり部
中学生科学コンテスト
参加者
片岡龍之介（2年） 森田琉生（1年） 星野柚稀（1年）

福生第三中学校………………………………………………
◆野球部
第71回防犯少年野球大会 第３位
◆剣道部
第８ブロック剣道大会出場
東京都中学校総合体育大会剣道大会兼都中学校剣道選手
権大会 準優勝
福生市剣道形大会 第５位
◆吹奏楽部
東京都中学校吹奏楽コンクール［東日本部門］ 銀賞
◆卓球部
第８ブロック卓球選手権大会
シングルス 町田庸二（3年） 第３位
◆ソフトテニス部
福生市長杯ソフトテニス大会
女子個人の部 優勝 清水美里（3年） 小林芽生（3年）
◆バレーボール部
第８ブロック春季バレーボール大会 ３位
第58回東京都中学校バレーボール春季大会出場

成人式に参加しましょう！

福生市立福生第四小学校

創立 60 周年

日時：令和２年１月13日（祝・成人の日）
受付開始：午後０時30分
式典：午後１時～午後１時45分
成人のつどい：午後１時45分～午後３時
会場：福生市民会館大ホール（もくせいホール）
対象：平
 成11年４月２日～平成12年４月１日
▲昨年の様子
に出生した市内在住の方
※市外に転出した方も福生市の成人式に出席することができます。詳細
は市HPをご覧ください。

福生市立福生第四小学校は、今年度創
立60周年を迎えます。昭和30年頃の福
生町は都市化の影響もあり、児童が増加
傾向にありました。そのため学校建設の
必要があることから、まず福生第四小学
校は、福生第一小学校の分校として昭和
▲福生第四小学校 第１回運動会（昭和34年）
32年にスタートします。
当初の分校には、３年生の４学級と５年生の３学級が通い、翌年には
５年生の５学級も通いました。家庭科や図工といった専科の先生は、授
業のたびに福生第一小学校から出張したそうです。
分校設置から２年間がたち、設備等の充実が図れたことから、昭和
34年４月１日にかつての福生村の中心地である加美・永田・長沢を学
区域とし、児童数435名、12学級の福生第四小学校として独立しました。
60年を経た現在も、豊かな自然環境や歴史環境のなか、子どもたちの
成長を見つめています。

成人式実行委員募集！

記念冊子の編集や、式典当日の司会、式典終了後の催し物の企画等
をしていただく実行委員（新成人）を募集しています。
令和元年９月から月に２回程度開催します。途中からの参加でも構い
ません。
思い出に残る成人式を自分たちの手で作りませんか？
問合せ 生涯学習推進課地域教育支援係☎ 551・1958

第49回福生市民文化祭が開催されます！
市内で文化活動を行っている団体が、演示・展示部門に分かれ、趣向を凝らした内容で日ごろの活動の成果を発表します。文化・芸術の秋、市民文化祭にご来場ください！

開場式

日時：11 月２日（土）午前 10 時～ 10 時 30 分
会場：市民会館小ホール（つつじホール）
展
１日目
２日目
３日目

示

部

門

11 月２日（土）午前９時～午後５時
11 月３日（日）午前９時～午後５時
11 月４日（月）午前９時～午後４時

市民会館・公民館

さくら会館

※展示期間以外も有志が市民会館展示スペースで展示を行っておりま
す。ぜひご覧ください。

問合せ 公民館公民館係☎552・2118

示

部

門

大ホール

小ホール

10 月 26 日（土） 大正琴、HIPHOP ダンス

民謡

10 月 27 日（日） 音楽の広場

箏曲

11 月 ２ 日（土）

植木市、菊花展、盆栽展、ふっさ七夕絵画入選作品展、合 山野草展、盆栽展、書
同作品展、美術工芸展、草木染展、手話展、ひょうたん飾 道展、美術工芸展、ア
り、着付けの展示、絵画展、切り絵展、絵手紙展、陶芸展、 マチュア無線
手芸展、塗り絵展、写真展、華道展

主催：福生市、福生市教育委員会、福生市文化協会

演
期日

そ う きょく

太極拳、カントリーラインダ 開場式、ふっさ七夕国際絵画コンクール表彰式
福生市青少年の意見発表大会
ンス、沖縄三線・琉球舞踊
さんしん

11 月 ３ 日（日） 新舞踊、日本舞踊、ダンス

カラオケ

11 月 ４ 日（月） 日本舞踊、新舞踊

しの笛、カントリーダンス、地唄・箏曲・尺八
じ

11 月 ９ 日（土） バレエ

英語発表会、お江戸のかっぽれ

11 月 10 日（日） フラダンス

演劇

11 月 16 日（土）

詩吟・剣詩舞・手品・踊り

その他の会場
10 月 27 日（日） 市民会館前庭

福生の祭り囃子

11 月 ３ 日（日） 茶室福庵

チャリティー茶会

11 月 10 日（日） 市民会館第 4・5 集会室

社交ダンス

うた

そ う きょく

しゃく は ち

