下にスクロールすると過去のものが見られます。
秋田県立大曲農業高等学校

創立１３０周年記念事業実行委員会

令和４年９月号

～ 周年記念事業 クライマックス ～
コロナ禍、感染に気をつけながらも着実に周年記念事業を展
開してきました。晴天に恵まれた「航空写真」「招待試合」、雨に
悩まされた「記念花火」「記念植樹」。その記念事業も、１０月１日
の式典当日実施のものを残すのみになりました。大農節目の年、
その締めくくりとして、生徒の皆さんと一緒に厳かに式に臨み、
創立１３０周年をお祝いできればと思います。

記念花火

「新しいをもっと 伝統をずっと
１３０年の大農魂を未来へ」

↓ 雲を照らす大農花火

令和４年８月２７日（土）、大農記
念花火を打ち上げました。残念な
がら大輪の花は雲の中。天気には
あらがえない農業の宿命を感じま
した。募金に御協力くださいました
会員の皆様、ありがとうございまし
た。

↑ 稲穂が垂れるフィナーレ

記念植樹

テント下で実施 ↓→

令和４年９月１日（木）は、大曲農業高
等学校１３０年目の創立記念日です。こ
れを記念し、モミジの植樹を行いました。
あいにくの雨でしたが、実行委員長を
始め、実行委員の方々に御参加いただ
き、厳かに実施することができました。
植物にとっては良い天気の記念植樹と言えます。モミジの花言葉のように、今日の日を「大
切な思い出」とし、生徒とともに「美しく変化」しながら成長することを願います。

お知らせ

記念式典・講演

令和４年１０月１日（土） １０：００開式

《記念式典》
本校体育館にて､一部制限させていただきましたが､御来賓の皆
様と農友会（同窓会）役員及びＰＴＡ役員を御招待し、創立１３０周
年をお祝いする記念式典を予定どおり実施します。大農に貢献し
た方への表彰やこれまでの大農や周年事業を振り返る動画の放
映も予定しています。

《記念講演》
大農ＯＢの方々から当時の大農の様子や今後に期待することなど、「未来に残し
たい大農魂｣をテーマにパネルディスカッションが展開されます｡パネラーが園芸科
学科の生徒と一緒に式典で飾る花をアレンジするパフォーマンスもあります。ご期
待ください。
※詳細は、前回の通信の裏面をご覧ください。

秋田県立大曲農業高等学校

創立１３０周年記念事業実行委員会

～号外～
令和４年８月２６日（金）１９：３０～
再放送： ８月２７日（土）１５：００～

お知らせ①

「ＦＭはなび」にて、大農創立１３０周年記念事業、中でも大農記
念花火が取り上げられます。生徒も出演してＰＲしますので、是非、
お聞きください。
出演者：生徒

農業クラブ会長 ３Ａ 河越陽飛さん
農業クラブ役員 ３Ｆ 髙橋琉純さん
農友会会長（実行委員長） 伊藤 稔 氏
ＰＴＡ会長 樫尾春香 氏
校
長 渡辺 勉 先生
本校ＯＢ 有坂直樹 氏（元競輪選手）
※インターネットでも
本校ＯＢ 山上 衛 氏（民謡歌手）
本校ＯＢ セレン（歌手・タレント）
視聴できます。

お知らせ②

令和４年８月２７日（土）１８：４５頃

いよいよ大農創立１３０周年記念花火が打ち
上がります。吹奏楽部がアレンジしたＢＧＭ用
校歌の収録を終え、花火師のもとに届けてきま
した。この校歌にあわせた花火の選定も着々と
進んでいます。あとは、晴天を祈るばかりです。
現地で見られる方も遠方から眺める方も、テレ
ビで視る方も大農の歴史を感じながらご覧くだ
さい。
公式パンフレットに掲載されています⇒

秋田県立大曲農業高等学校

創立１３０周年記念事業実行委員会

令和４年８月１日（月）

～ 記念式典までいよいよ２ヶ月！ ～
新型コロナウイルス感染症の第６波が落ち着き、記念式典や祝
賀会が予定どおり行えるかと思っていた矢先に第７波が始まりま
した。残念ながら参加者等の制限を設けることになりました。記念
式典は、生徒、職員の他、来賓、関係者のみでの開催とします。楽
しみにされていた保護者の方には申し訳ございませんが、ご理解 「新しいをもっと 伝統を
ずっと
のほどお願い申し上げます。
１３０年の大農魂を未
今後も感染状況に振り回され、直前で変更等もあり得る状況にあります。しかし、計画
来へ」
している事業等については、変更はあっても中止だけは避け、やり遂げたいと考えていま
す。

↓今回は、式典前に実施される二つの事業を紹介します↓
記念花火

令和４年８月２７日（土） １８：４５頃

〔全国花火競技大会「大曲の花火」 夜の部オープニング前〕

記念植樹

↑ 大会プログラムにも掲載されていま
す

３年ぶりに開催される「大曲の
花火」において、大農記念花火
の打ち上げを予定しています。
久々の大曲の花火に期待を膨
らませた大観衆が注目する中、
夜花火の最初に、校歌をＢＧＭ
とした約２分間の記念花火が打
ち上げられます。ご期待くださ
い！
なお、ＢＧＭの校歌は、大農
吹奏楽部がアレンジ、収録した
ものです。是非、校歌にも注目
してください。

令和４年９月１日（木） １３：００～

大農創立１３０年目の創立記念日に記念植樹を計画
しております。正門付近にある、創立１００周年記念碑
の周辺に、秋には赤く彩られる「イロハカエ
デ」を植樹します。登校する生徒にとって、
今まで以上に四季が感じられる前庭になる
ことでしょう。

お知らせ

令和４年８月（放送日時未定）

「ＦＭはなび」にて、大農創立１３０周年記念事業、中でも大農記
念花火が取り上げられます。生徒も出演してＰＲしますので、是非、
お聞きください。 ※日時が決まりましたらＨＰにてお知らせします。
裏面に「記念講演」（１０月１日記念式典後実施予定）のテーマ及び出演者紹介があります。

秋田県立大曲農業高等学校

創立１３０周年記念事業実行委員会

令和４年７月１日（金）

～ 周年記念事業

いよいよ始動！ ～

令和４年６月１４日、周年事業としては最初となる「航空写真」の
撮影を行いました。その翌週には、親善招待試合として、ハンドボ
ール競技、硬式野球競技を行いました。どちらも晴天に恵まれ、幸
先の良い記念事業のスタートになりました。この先も記念事業が続
「新しいをもっと 伝統をずっ
きます。１０月１日の式典に向け、盛り上げて行きましょう！
と
１３０年の大農魂を未来

航空写真

へ」

↓ ドローンで撮影しました

令和４年６月１４日（火）、
ドローンでの航空写真撮影
となりました。この１０年で
校舎改築、グラウンド整備
があり、様変わりした航空
写真となりました。
※大農ＨＰに動画あり。

親善招待試合

↑ 新校舎 初めての航空写真
↓ 午前はハンドボール競技

令和４年６月２２日（水）、
梅雨の合間の晴天に恵ま
れ、予定どおりの日程で親
善招待試合を実施すること
ができました。暑い１日でし
たが、白熱した試合展開に
生徒たちは大いに盛り上が
りました。
【ハンドボール競技女子】
対 大曲高校 １０－７
【ハンドボール競技男子】
対 大曲高校 １６－７
【硬式野球競技】
対 花巻東高校 ０－６

↑ 午後は硬式野球競技

お知らせ
大農ＨＰに「130周年記念特設ページ」を
作りました。より詳しい説明や成果につい
て紹介しています。是非、ご覧ください。

秋田県立大曲農業高等学校

創立１３０周年記念事業実行委員会

令和４年６月１日（水）

～ いよいよ今年、創立１３０周年 ～
ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ「新しいをもっと 伝統をずっと
１３０年の大農魂を未来へ」
明治２６年の創立から今年で１３０周年を迎えます。平成２４年
の１２０周年以降のこの十年、校舎改築、学科改編など大きな変
革がありました。このようにハード面、ソフト面で新しくなった大農
の最初の節目の年、創立１３０周年を盛大にお祝いできればと考
【ロゴマーク】
えています。収束の見えないコロナ禍ではありますが、生徒の皆
さんと共に、地域に元気を届けるため、様々な事業を計画してお
稲穂と花をモチーフに、
ります。各行事に積極的に参加し、大農の歴史に新たな１ページ
リボンで和を描き、
を加えましょう。
さて、今回は、それぞれの事業の概要を紹介したいと思います。 「縁」や「人の思い」を
結ぶ意味を込めました。
また、各事業の詳細は、次回の通信にて紹介いたします。
記念講演
期日：１０月１日（土）
内容：ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ形式
講師：武藤隆繁氏(S55卒)
嵯峨綾子氏(H6卒)
奥山和宣氏(H16卒)
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：石垣政和氏
※講師紹介等詳細は、次
回の通信でご紹介します。
記念出版
概要：１０年間の歩み
校舎改築の様子 など
配付：式典時に配付予定
※式典の様子は、学校新聞
で紹介します。

記念植樹
期日：９月予定
場所：本校前庭
樹種：イロハカエデ
航空写真
期日：６月１４日（火）
内容：「１３０」の人文字
記念ＣＤ作製
内容：校歌、応援歌 など
配付：式典時に配付予定

記念花火
期日：８月２７日（土）
内容：全国花火競技大会「大曲の花火」
夜花火の部のオープニング前
※校歌をBGMにスターマインが打ち上がります。

招待試合
期日：６月２２日（水）
日程：午前 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
午後 野球競技
内容：ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 対 大曲高
野球
対 花巻東高
場所：ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 本校体育館
野球
大曲球場
※球場は、入場制限あり。
商品開発
商品：シフォンケーキなど
内容：新商品開発への助成
記念品
記念品：ﾏﾌﾗｰﾀｵﾙ(校章入り)
内容：招待試合等で一体感あ
る応援ができるよう作製
しました。

～保護者の皆様へ～
以前お知らせしました「創立１３０周年記念事業生徒協力金」の納入について、
お願いします。生徒一人２，０００円を６月に口座より引き落とさせていただきま
すので、ご承知おきください。

