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そして、正面玄関前は、会場設営が行われている
真っ最中でした。
テントは既に立ってました。

平成２６年度呉港祭

才気爆発 ～はじけろ！呉港の青春～

1/31 AM10:10
さて、私たちも４階の教育後援会のお部屋に
集まって、今日の作業をします。

育成部さんは明日、卒業生のみなさんから
寄付で頂いた制服などのリサイクルバザーを
するための準備をします。
季節別・サイズ別・色別に分けたりと
準備に追われます。
２月１日（日）平成２６年度呉港祭が本来の形に戻って開催されました。
昨年は、体育館建替えというイレギュラーな年だった故、
１年生はもちろんのこと、２年生にとっても初めての呉港祭となりました。
今回は趣向を少し変えて、タイムテーブルに沿って今までとは違う視点で
お伝えしたいと思います。
『事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ！』とは、かつて
「きたーーーーっ！」と目薬を差して叫んでいた織田裕二さんがドラマの中で
言ったセリフですが、ここでいうならば・・・
『呉港祭は2/1だけじゃない、前日から始まってるんだーーー！』と代わりに
叫ぶことにしましょう・・・（前フリが長くなりました。汗）

1/31 AM10:17

本部役員さんは、事前にポテトチップスくじや
生徒くじの景品の買出しをしてくれてます。
今日は、景品の仕分け・翌日に生活部さんが
お店を出す準備、教育後援会で出すお店の
会場設営に奮闘してくださいました。
1/31 AM10:17

そうなんです。前日準備に学校に行きました。
体育祭と同じように、門の飾りつけが既に
始まっておりました。
毎回思いますが、先生はじめ生徒たちが
こうやって鉄骨を組むというのも、工業科が
ある学校だから出来ることなんだなぁ。
と感心します。そして、なんだか嬉しいです。
1/31 AM10:10

明日、教育後援会で販売する
ポテトチップスくじの景品の数々。
間違いなく、何等のなになに～と数のチェックと
景品のチェック完了！です。
自転車が１台ありますが、
残念ながら４階までは持ってあがっておらず・・
（当たり前）

1/31 AM10:26

そして当日2/1（日）

広報部はこのポテトチップスの箱をやっつけにかか
ります。まずは、1階まで運んで。（明日のために）

私達（教育後援会）の活動は
朝7時半から始まりました。
朝焼けの校舎はこんな風に見えるんだ・・。

1/31 AM10:17

2/1 AM7:31

ここからは人海戦術がモノをいいます。
1200個のポテトチップスにくじ用の番号
シールを貼りながら、テーブル毎に分け
ます。それをビニール袋の中に5つずつ
入れていく・・・・というちょっと気が
遠くなるような作業を喋りながらもこなして
いきます。女性のいいところは、口も動くが
手も動かせるというところです。

2、3年生のお店を出す生徒さんたちの
準備は既に始まってました。

2/1 AM7:49
1/31 AM11:46

1200個が無事に袋に詰められて、
再度、箱に詰められた頃には、ダレも
口を開かなくなってしまっていたという・・

さて、私達も準備をはじめましょう。。
実は、昨日の雪や明け方の雨で
外に出されていた机は、凍ってました。

他の部の役員さんも進んで手伝って
くださって、ありがとうございました。
助かりました。来年もお手伝い、よろしく！

係の生徒さんたちが、溶けるのを待って
再度、拭いてくれました。
2/1 AM7:55

1/31 ＰM12:42
色んな場所で生徒はもちろん、私達役員も、そして
先生方も前日準備をがんばりました。

ポテトチップスくじの商品も、ごらんのように
並べました。
これで明日、お天気がよかったらいいなぁ。
みなさんに見てもらって、買っていただく
と思いながら、解散です。
ように・・
あしたもよろしくお願いします。みんなで楽しみましょう！ くじって当たると嬉しいですもんね。
なんと、1等は今、話題のノンフライヤーです。
しかし、1200個って数、初めて見たなぁ。

2/1 AM8:08

第1部の研究発表が始まるまで、展示会場を
まわることにしましょう。
大会議室に研究発表テーマのポスターが
貼り出されていました。

さて並行して、体育館での第1部のクラス
発表が始まります。
2/1 AM8:40

2/1 AM8:14

今年の呉港祭のテーマ『才気爆発』
という意味は、何かあった時にとっさの
対処ができることだと思っています。
という校長先生の言葉が印象的でした。

各クラス、部、とも見ごたえのあるポスターが
並んでおりました。
2/1 AM8:14

2/1 AM9:14
発表が始まりました。
各クラスともパワーポイントを
駆使した発表には、時には笑いが、
時には感心する声があがり
楽しいものとなりました。

どのポスターも趣向を凝らして作っていましたが、
個人的には、1-1の宮島インタビューにあった、
立体的なポスターにはカンドーしましたねぇ。
紙と布を、、という発想がおもしろいです。
2/1 AM8:31

2/1 AM9:14
ポスター展示の中で、呉港高校が『手帳甲子園』
という大会に出場していて、取り組み部門で
‘優秀賞’を受賞していたということを初めて
知りました。すごいです！
普通科特進コースでの取り組みなのですが、手帳を
用いて生徒たちのモチベーション向上に、また
先生とのコミュニケーションをとる手段にと、とても
わかりやすく、考えられた取り組みに感心しました。
2/1 AM8:33

口での発表だけでなく、
実際に体を使って表現するなど、
よりわかりやすくするために、
より伝わりやすくするために、
という生徒たちの工夫と想いが
伝わってくるようでした。

2/1 AM11:41

一方、外では、準備が激しく行われていました。

なにやら、炭の按配を見る体で
賄いらしきものが焼かれ始めました！

当日食券販売 11時～
食品販売
12時～

力作看板の数々

2/1 AM9:33～AM10:50
わが子のクラスのお手伝い
母は強力な助っ人なり！

発表が終わったクラスから
代表者たちが準備に集まって
きました。
3年生のみなさんも、準備に
とりかかっています。

生活部さん担当のブース
揚げたてのコロッケを袋につめます。

焼きそばも、着々と出来上がってます。
ドーナツも揚げはじめるよーー！

どの看板もステキでしたが、
私が選ぶ一番はコレ↓
クラスの発表が終わるまで
担任の先生が下準備します。

鉄板ならしをまずは、やってみんとのぉぉ！
と、そばとうどんを混ぜたものを焼いてる
先生。
当日食券販売準備も完了です。
呉港でも男前で有名な先生方が
待ち構えております。

うどんのおだしも、いい感じ！

インフルで
参加できな
かった
てらちんも
みんなと
一緒だった
こと！

檜垣先生の号令により、第２部食品バザー開始～
2/1 PM12:00～PM4:00
教育後援会主催のポテト
チップスくじ
順調に売れてます。

50名以上のお客さんが
販売前から並んで
くださいました。

すごい人の数です。大盛況なり！
どのクラスもみんなで考えて、
趣向を凝らして、
準備して、
そして一生懸命力をあわせて
やってましたね。
何よりも楽しそうだったことが
見ていて嬉しかったです。

あわただしくなって
きております。
一人ひとりが持ち場をこうして
こなしていくんですね。

油を使って提供するって
なかなか、どうして・・です。
火傷をせんように、気をつけてね。
と母は思います。

食堂も大賑わいでした。

たくさんのご来場、ありがとうございました。
（当日は９６５名の方が来てくださったそうです。）
に、しても、このちゃんぽん
美味しそうだったなぁ。

午後はハンドボールコートにてジムカーナの大会が、
その後は体育館で色々な催しがありました。
ハンドボールコートでは、
かっこいいつなぎを着た生徒さんが
おりました。

アメフトロボットの実演。
ロボットにも種類があって、
動き方やスピードなど
色々と工夫や苦労が
あるんだなぁ。と感じました。

缶詰を運ぶロボットの
実演。

2/1 PM2:49

2/1 PM2:56
2/1 PM2:07
マイコン技術研究部の説明。
マイコンとはなんぞや?という
レベルの主婦ですから、
先生にも聞きましたよ。

2/1 PM3:01

2/1 PM3:04

1.2年のクラス対抗でジムカーナのタイムトライアルのようです。

2/1 PM2:10
体育館では、
アームレスリングや、ロボット、
マイコンカーなどの
催しがありました。

2/1 PM2:15

アームレスリングも
盛り上がってましたよ。

2/1 PM2:30

C言語を使用して生徒たちが
すべてプログラミングしてる
そうです。速度、角を曲がる
ときの角度など、プログラムで
制御できるとは・・・・
すごいなぁ～。
勉強になるなぁ。
こういう部活があるのって、
素晴らしいですね。

ブラスバンド部の演奏は、「妖怪ウォッチ」や「麦の唄」など、
旬な選曲でした。３月の定演が楽しみです。
木管8重奏は、これまた鳥肌もので、びっくりしました。
さすが、金賞受賞の貫禄を見せ付けてくれた感じです。

2/1 PM3:11
ポテトチップスくじの
抽選会が始まりました。
お母さんにいいお土産が
出来たねぇ。きっと喜ぶよ！

2/1 PM2:23
２等おめでとう～！
くじ運、バッチリです。
無事、持って帰ることが 第３部のファイヤーストーム。生徒くじも行い、外は寒かった
できたかな?
けれど、お月様と炎がとても神秘的で『まほろば』という言葉を
瞬間的に思い出しました。とても有意義で楽しい１日でした。
ご協力、ありがとうございました。

2/1 PM4:30

2/1 PM6:17

