
 

 

 

 

 

 

 

第６回高校生活動推進委員会を開催し

 平成

 推進委員会に

ました。

イ終了に至

でのＰＲ活動や駅案内活動

みる・支える』の『

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 推進委員会では，今年度実施した各学校サポート委員会，推進委員会，県及び会場地市町からの要請

についての活動報告，

高校生活動記録集について

 会の後半

動」というテーマでグループディスカッションを行いました。

とができるのかという２点について，

に向け

徒目線の意見だけでなく，先生方の視点

 第６回の高校生活動推進委員会をもって，

後の生活に活かしていくようにみなさん頑張りましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

友情の花の種伝達式に参加しました。

 平成２９年１１月４

彩る感動

七海さん（仙台三桜）が

 毎年インターハイの会場は，たくさんの花で彩られています

山県で開催されたインターハイにおいて，花を通じて心の交流をしようと，地元の高校生

がサルビアとマリーゴールドの花で会場を飾ったことから始まっ

の種が，「友情の花の種」として，毎年，インターハイ開催地に引き継がれています。

 今年は

行われました。

MIYAGI 

                          
問い合わせ先

平成２９年度全国高等学校総合体育大会

総合開会式の報告をしました

第６回高校生活動推進委員会を開催し

平成２９年１０月４日（

推進委員会に先立ち，

ました。髙橋教育長からは

イ終了に至るまで，

ＰＲ活動や駅案内活動

みる・支える』の『支える

推進委員会では，今年度実施した各学校サポート委員会，推進委員会，県及び会場地市町からの要請

についての活動報告，

高校生活動記録集について

会の後半では，３年間の高校生活

動」というテーマでグループディスカッションを行いました。

とができるのかという２点について，

に向け行ったＰＲ活動等を振

徒目線の意見だけでなく，先生方の視点

第６回の高校生活動推進委員会をもって，

後の生活に活かしていくようにみなさん頑張りましょう。

友情の花の種伝達式に参加しました。

平成２９年１１月４

彩る感動 東海総体

七海さん（仙台三桜）が

毎年インターハイの会場は，たくさんの花で彩られています

山県で開催されたインターハイにおいて，花を通じて心の交流をしようと，地元の高校生

がサルビアとマリーゴールドの花で会場を飾ったことから始まっ

の種が，「友情の花の種」として，毎年，インターハイ開催地に引き継がれています。

今年は「２０１８彩る感動

行われました。 

MIYAGI 

2017 
                          

問い合わせ先 〒９８０－８

平成２９年度全国高等学校総合体育大会

総合開会式の報告をしました

第６回高校生活動推進委員会を開催し

２９年１０月４日（水曜日）

先立ち，実行委員会会長である

髙橋教育長からは，「推

，多方面において活躍

ＰＲ活動や駅案内活動等，

支える活動』に

推進委員会では，今年度実施した各学校サポート委員会，推進委員会，県及び会場地市町からの要請

についての活動報告，そして平成３０年度全国高等学校総合体育大会３００日前イベント～「

高校生活動記録集について各担当から

３年間の高校生活

動」というテーマでグループディスカッションを行いました。

とができるのかという２点について，

行ったＰＲ活動等を振り返り，今後の活動

徒目線の意見だけでなく，先生方の視点

第６回の高校生活動推進委員会をもって，

後の生活に活かしていくようにみなさん頑張りましょう。

友情の花の種伝達式に参加しました。

平成２９年１１月４日（土曜日）

東海総体３００日前イベント

七海さん（仙台三桜）が宮城県の代表として

毎年インターハイの会場は，たくさんの花で彩られています

山県で開催されたインターハイにおいて，花を通じて心の交流をしようと，地元の高校生

がサルビアとマリーゴールドの花で会場を飾ったことから始まっ

の種が，「友情の花の種」として，毎年，インターハイ開催地に引き継がれています。

「２０１８彩る感動 東海総体３００日前イベント」の中で友情の花の種伝達式が

MIYAGI  

2017 南東北インターハイ
                          

〒９８０－８４２３

平成２９年度全国高等学校総合体育大会

総合開会式の報告をしました

第６回高校生活動推進委員会を開催し

）本町分庁舎

実行委員会会長である

推進委員会の

多方面において活躍してもらいました

等，地域の方々と協力し合いな

に力を尽くしてもらったこと

推進委員会では，今年度実施した各学校サポート委員会，推進委員会，県及び会場地市町からの要請

平成３０年度全国高等学校総合体育大会３００日前イベント～「

各担当から報告

３年間の高校生活動の様子を映像で見ながらこれまでの活動

動」というテーマでグループディスカッションを行いました。

とができるのかという２点について，生徒・先生が小グループに分かれ

り返り，今後の活動

徒目線の意見だけでなく，先生方の視点での反省点や改善点等なども聞くことができ

第６回の高校生活動推進委員会をもって，

後の生活に活かしていくようにみなさん頑張りましょう。

友情の花の種伝達式に参加しました。

（土曜日）に三重県鈴鹿市の

３００日前イベント」に宮城県高校生活動推進

宮城県の代表として

毎年インターハイの会場は，たくさんの花で彩られています

山県で開催されたインターハイにおいて，花を通じて心の交流をしようと，地元の高校生

がサルビアとマリーゴールドの花で会場を飾ったことから始まっ

の種が，「友情の花の種」として，毎年，インターハイ開催地に引き継がれています。

東海総体３００日前イベント」の中で友情の花の種伝達式が

南東北インターハイ
                          

４２３ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

平成２９年度全国高等学校総合体育大会 宮城県実行委員会事務局

グループごとにそれぞれの意見を出し合いました

第６回高校生活動推進委員会を開催しました。

本町分庁舎において，「

実行委員会会長である髙橋教育長に

進委員会の生徒のみなさんに

してもらいました

地域の方々と協力し合いな

力を尽くしてもらったこと

推進委員会では，今年度実施した各学校サポート委員会，推進委員会，県及び会場地市町からの要請

平成３０年度全国高等学校総合体育大会３００日前イベント～「

報告がなされました。

の様子を映像で見ながらこれまでの活動

動」というテーマでグループディスカッションを行いました。

生徒・先生が小グループに分かれ

り返り，今後の活動について

での反省点や改善点等なども聞くことができ

第６回の高校生活動推進委員会をもって，推進委員会は解散となりました。これまで３年間で培った

後の生活に活かしていくようにみなさん頑張りましょう。 

友情の花の種伝達式に参加しました。 

鈴鹿市のイオンモール鈴鹿で行われた「２０１８

に宮城県高校生活動推進

宮城県の代表として参加をしました。

毎年インターハイの会場は，たくさんの花で彩られています

山県で開催されたインターハイにおいて，花を通じて心の交流をしようと，地元の高校生

がサルビアとマリーゴールドの花で会場を飾ったことから始まっ

の種が，「友情の花の種」として，毎年，インターハイ開催地に引き継がれています。

東海総体３００日前イベント」の中で友情の花の種伝達式が

南東北インターハイ
                          

宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

宮城県実行委員会事務局

グループごとにそれぞれの意見を出し合いました

ました。 

，「第６回高校生活動推進委員会

教育長に，南東北インターハイ

みなさんには，平成２７年

してもらいました。また，宮城県内９１校

地域の方々と協力し合いながら活動されていたこと

力を尽くしてもらったことに感謝申し上げます。

推進委員会では，今年度実施した各学校サポート委員会，推進委員会，県及び会場地市町からの要請

平成３０年度全国高等学校総合体育大会３００日前イベント～「

されました。 

の様子を映像で見ながらこれまでの活動

動」というテーマでグループディスカッションを行いました。①ＰＲ活動を行ってみてどうだったか②今後の活動でどのようなこ

生徒・先生が小グループに分かれ

について意見交換を行いました

での反省点や改善点等なども聞くことができ

推進委員会は解散となりました。これまで３年間で培った

 

イオンモール鈴鹿で行われた「２０１８

に宮城県高校生活動推進委員会

しました。 

毎年インターハイの会場は，たくさんの花で彩られていますが，これは，

山県で開催されたインターハイにおいて，花を通じて心の交流をしようと，地元の高校生

がサルビアとマリーゴールドの花で会場を飾ったことから始まったものです

の種が，「友情の花の種」として，毎年，インターハイ開催地に引き継がれています。

東海総体３００日前イベント」の中で友情の花の種伝達式が

南東北インターハイ
                          

宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

宮城県実行委員会事務局（宮城県教育庁全国高校総体推進室内）

グループごとにそれぞれの意見を出し合いました

第６回高校生活動推進委員会

南東北インターハイ

平成２７年１２月２４日

宮城県内９１校

がら活動されていたこと

感謝申し上げます。」とねぎらいのお言葉をいただきました。

推進委員会では，今年度実施した各学校サポート委員会，推進委員会，県及び会場地市町からの要請

平成３０年度全国高等学校総合体育大会３００日前イベント～「

の様子を映像で見ながらこれまでの活動

①ＰＲ活動を行ってみてどうだったか②今後の活動でどのようなこ

生徒・先生が小グループに分かれ，それぞれがそれぞれの立場で南東北インターハイ

意見交換を行いました

での反省点や改善点等なども聞くことができ

推進委員会は解散となりました。これまで３年間で培った

イオンモール鈴鹿で行われた「２０１８

委員会委員長の松橋

が，これは，昭和５２年に岡

山県で開催されたインターハイにおいて，花を通じて心の交流をしようと，地元の高校生

たものです。また，その花

の種が，「友情の花の種」として，毎年，インターハイ開催地に引き継がれています。

東海総体３００日前イベント」の中で友情の花の種伝達式が

南東北インターハイ 
                          

 

（宮城県教育庁全国高校総体推進室内）

グループごとにそれぞれの意見を出し合いました 

第６回高校生活動推進委員会」を開催し

南東北インターハイにおける

１２月２４日のキックオフイベントから

宮城県内９１校の学校サポート委員会

がら活動されていたこと，大会運営補助活動を始めとする

」とねぎらいのお言葉をいただきました。

推進委員会では，今年度実施した各学校サポート委員会，推進委員会，県及び会場地市町からの要請

平成３０年度全国高等学校総合体育大会３００日前イベント～「

の様子を映像で見ながらこれまでの活動を振り返り，「これからの部活動を支える活

①ＰＲ活動を行ってみてどうだったか②今後の活動でどのようなこ

，それぞれがそれぞれの立場で南東北インターハイ

意見交換を行いました。グループデ

での反省点や改善点等なども聞くことができました。

推進委員会は解散となりました。これまで３年間で培った

イオンモール鈴鹿で行われた「２０１８

委員長の松橋

昭和５２年に岡

山県で開催されたインターハイにおいて，花を通じて心の交流をしようと，地元の高校生

。また，その花

の種が，「友情の花の種」として，毎年，インターハイ開催地に引き継がれています。 

東海総体３００日前イベント」の中で友情の花の種伝達式が

 NEWS
                          ～最終号～

（宮城県教育庁全国高校総体推進室内） TEL：０２２

先生方もこれまでの活動を振り返りました

を開催しました。 

における高校生活動の終了報告を行い

キックオフイベントから

の学校サポート委員会が

大会運営補助活動を始めとする

」とねぎらいのお言葉をいただきました。

推進委員会では，今年度実施した各学校サポート委員会，推進委員会，県及び会場地市町からの要請

平成３０年度全国高等学校総合体育大会３００日前イベント～「友情の花の種伝達式」～及び

を振り返り，「これからの部活動を支える活

①ＰＲ活動を行ってみてどうだったか②今後の活動でどのようなこ

，それぞれがそれぞれの立場で南東北インターハイ

。グループディスカッションの報告では，生

。 

推進委員会は解散となりました。これまで３年間で培ったたくさんの経験を，今

NEWS 
最終号～ 

：０２２（２１１）３６０４

先生方もこれまでの活動を振り返りました

 

高校生活動の終了報告を行い

キックオフイベントからインターハ

が，自分たちの学校

大会運営補助活動を始めとする『する・

」とねぎらいのお言葉をいただきました。

推進委員会では，今年度実施した各学校サポート委員会，推進委員会，県及び会場地市町からの要請事業のそれぞれ

友情の花の種伝達式」～及び

を振り返り，「これからの部活動を支える活

①ＰＲ活動を行ってみてどうだったか②今後の活動でどのようなこ

，それぞれがそれぞれの立場で南東北インターハイ

ィスカッションの報告では，生

たくさんの経験を，今

（２１１）３６０４ 

No.12 

11/9 

先生方もこれまでの活動を振り返りました

高校生活動の終了報告を行い

インターハ

自分たちの学校

『する・

」とねぎらいのお言葉をいただきました。 

のそれぞれ

友情の花の種伝達式」～及び，

を振り返り，「これからの部活動を支える活

①ＰＲ活動を行ってみてどうだったか②今後の活動でどのようなこ

，それぞれがそれぞれの立場で南東北インターハイ

ィスカッションの報告では，生

たくさんの経験を，今

 

 

先生方もこれまでの活動を振り返りました 



 伝達式では，今年度開催地の南東北３県の推進委員から，来年度開催地の

推進委員

の空に，たくさんの絆の花を咲かせてください」と言葉を贈り

委員長からは「東海地区４県が一丸となって来年度の大会を成功させます

ました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年度全国高等学校総合体育大会は

８月２０日（月曜日）の日程で，三重県，岐阜県，静岡県，愛知県の東海４県を会場

に開催されます。

伝達式では，今年度開催地の南東北３県の推進委員から，来年度開催地の

推進委員へ花の種を伝達しました。

の空に，たくさんの絆の花を咲かせてください」と言葉を贈り

委員長からは「東海地区４県が一丸となって来年度の大会を成功させます

ました。 

平成３０年度全国高等学校総合体育大会は

８月２０日（月曜日）の日程で，三重県，岐阜県，静岡県，愛知県の東海４県を会場

開催されます。

 総合開会式は８月１日（水曜日）三重県伊勢市にある

           

 来年度の『２０１８彩る感動東海総体』への出場を目指し，

 また

 陸上競技

ソフトテニス

東海地区のみなさんと

伝達式では，今年度開催地の南東北３県の推進委員から，来年度開催地の

へ花の種を伝達しました。

の空に，たくさんの絆の花を咲かせてください」と言葉を贈り

委員長からは「東海地区４県が一丸となって来年度の大会を成功させます

平成３０年度全国高等学校総合体育大会は

８月２０日（月曜日）の日程で，三重県，岐阜県，静岡県，愛知県の東海４県を会場

開催されます。（ヨット競技は和歌山県開催）

総合開会式は８月１日（水曜日）三重県伊勢市にある

           

来年度の『２０１８彩る感動東海総体』への出場を目指し，

また，優勝を目指し，

陸上競技   水泳（水球）

ソフトテニス   ハンドボール

東海地区のみなさんと 

伝達式では，今年度開催地の南東北３県の推進委員から，来年度開催地の

へ花の種を伝達しました。南東北の

の空に，たくさんの絆の花を咲かせてください」と言葉を贈り

委員長からは「東海地区４県が一丸となって来年度の大会を成功させます

 ３００日前イベントでは，

ーマンスや子どもたちの合

ダリストである

れました。

体を大いにＰＲできたイベントだったと思います。

 来年度の東海総体

上がる

平成３０年度全国高等学校総合体育大会は

８月２０日（月曜日）の日程で，三重県，岐阜県，静岡県，愛知県の東海４県を会場

（ヨット競技は和歌山県開催）

総合開会式は８月１日（水曜日）三重県伊勢市にある

           「三重県営サンアリーナ」
来年度の『２０１８彩る感動東海総体』への出場を目指し，
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