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開校70周年記念事業について 

                            

日頃より本校の教育活動に対し、深いご理解と温かいご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

さて、昭和22年新制中学校として札幌市で最初に開校した中学校３校（柏中、北辰中、一条中）のうちの１校であ

る本校は、今年度開校70周年を迎えます。この節目の年に、本校の歴史を振り返るとともに、柏中学校がさらなる飛

躍・発展をしていくことにつながる契機として「開校70周年記念事業」を、①～④のとおり実施いたします。 

それぞれの詳細につきましては、９月以降別途プリント等で保護者の皆様にご案内いたしますので、ご参観のほど、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

①【開校70周年記念「合唱会・記念式典」】  

１ 日 時   １０月２４日（火） 午前（10:00～12:00） １年生発表、２年生発表   

                    午後（13:00～15:00） ３年生発表、式典 

  ２ 会 場   札幌コンサートホール「Kitara」 大ホール（中央区中島公園1-15） 

②【開校70周年記念「祝賀会」】      

  １ 日 時   １０月２４日（火） １９：００～２１：００ 

  ２ 会 場   ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙ中島公園・札幌（中央区南10条西6丁目1-21） 

  ３ 会 費   ５,０００円   ※ 柏教育振興会・ＰＴＡ主催 

③【開校70周年記念「講演会」】  

１ 日 時   １０月１６日（月） １３：４５～１５：１５   

  ２ 会 場   柏中学校・体育館（２階）  

  ３ 内 容   （テーマ）「夢の実現に向けて、今を大切に」 

          （講 師）大棟 耕介 氏 

～闘病中の子どもたちに笑顔を届ける、ホスピタルクラウンの活動で活躍～  

④【開校70周年記念「公開授業」】  

  １ 日 時   １１月１７日（金） １３：４０～１４：３０  

  ２ 会 場   柏中学校・各教室 

                   【お問い合わせ 小林教頭 ℡５２１－２３４１】 

 

 

夏季休校日について 

 
・札幌市教育委員会では、昨今、全国的な課題となっている教職員の長時間勤務等への対応策として、夏休み期間中

に「夏季休校日」の取組を試行実施することといたしました。 
・これに伴い、本校では、８月１０日（木）、１４日（月）、１５日（火）を「夏季休校日」とし、年末年始の休日等

と同様に、学校としての休校日とさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
・なお、夏季休校日の取組につきましては、「札幌市教育委員会・教職員課労務係（℡211-3853）」にお問い合わせく

ださい。 

 

～ 豊 か な 人 間 性 を め ざ し て ～  



平成２９年度 中体連 主な結果 

【卓球】 

＜地区大会＞ 

男子団体 第１位 地区優勝 全市出場！     女子団体 第２位 女子地区準優勝 全市出場！ 

男子個人戦 3 位 佐藤（２-4） 臼杵（３-３） 

＜全市大会＞ 

男子団体 予選リーグ ○柏４－１発寒× ○柏３－２西岡× 予選１位通過 
予選第２ステージ（トーナメント） ×柏２－３琴似○  敗退 

女子団体 予選リーグ ×柏０－５東白石○ ×柏１－４北辰○ 敗退 

男子個人戦 小山１勝 円山１勝 

【水泳】 

城谷 颯士 ５０ｍ自由形 ２８秒３７ 全道出場！ 200m 個人メドレー 2 分３５秒9６ 全道出場！ 

髙橋 朝香 50ｍ自由形 29秒３０ 第４位 全道出場！ 100m自由形 1分0４秒５８ 第６位 全道出場！ 

後藤 大輝 ５０ｍ自由形 ２８秒５９全道出場！ １００ｍバタフライ １分０９秒００ 全道出場！ 

男子４００ｍメドレーリレー   田中、早川、後藤、城谷  4 分５７秒１０ 第７位 全道出場！ 

男子４００ｍリレー 後藤、早川、丸山、城谷 ４分２６秒８６ 全道出場！ 

【バドミントン】 

男子団体 準優勝 ○柏 ２―１ 啓明× ×柏 １－２ 伏見 

女子団体 優勝  ○柏 ２－１ 啓明× ○柏 ２－１ 北星× 全市出場！ 
個人戦 男子シングルス 山本 準優勝 全市出場！ 男子ダブルス 桐山・奥山 準優勝 全市出場！ 

女子シングルス 宮平 ３位 全市出場！  女子ダブルス 髙橋・佐々木 優勝 全市出場！ 

九谷田・金澤 準優勝 全市出場！ 

【男子バスケットボール】 

トーナメント1 回戦 VS 栄町中学校 ４５－４３で勝利、２回戦 VS 上篠路中学校 ３５―４２で惜敗 

【女子バスケットボール】 

トーナメント1 回戦 VS 北栄中学校 4６－５5 で惜敗 

【野球】 
1 回戦 ×柏２-３南が丘○ で惜敗 

【陸上競技】 
男子100ｍ 渡辺 １１”５４ ４位  女子100ｍ 工藤 １２”８３ ３位 

男子200ｍ 渡辺 ２４”２４ ７位   女子200ｍ 工藤 ２７”６２ ５位 

男子400ｍ 西元寺 ５１”６３ １位大会新 男子800ｍ 山﨑 ２’０８”７３ ５位 

男子1500ｍ 山﨑 ４’２４”８７ ５位   女子1500ｍ 細谷 ５’２４”０３ 

男子砲丸投 享保 １０ｍ４０ ４位  男子四種競技 越後谷 ２１２６点 ３位 

男リレー 越後谷→福岡→西元寺→渡辺 ４５”８４ ２位 男子100ｍハードル 越後谷 １５”９２ 

女リレー 鈴木→岡村→西野→工藤 ５３”０６ ７位 男子走幅跳 西元寺 ５ｍ７４ ６位 

すべて全道出場！ 

学校対抗 男子総合優勝・男女総合優勝 

【女子ソフトテニス】 

団体戦 第２位 ○柏２－１伏見× ○柏２－１宮の森× ○柏２－１向陵× ×柏０－３啓明○ 

個人戦 小山・大黒 第３回戦敗退・ベスト８  村上・長谷 生部・西田 ２回戦敗退 

柳谷・川村 佐々木・佐久間 嶋崎・樫村  １回戦敗退 

【サッカー】 
１回戦 シード ２回戦 ×柏１－３西岡○ 

【柔道】 
男子個人戦  上杉 颯護  １回戦敗退 


