
令和元年９月 24 日開催

石狩市教育委員会会議（９月定例会）資料

＜報告事項＞

・令和元年度「俳句のまち～いしかり～」俳句コンテストの実施結果について

・・・・・・・Ｐ２～Ｐ３

＜その他＞

・第 64 回（令和元年度）石狩市民文化祭の開催について ・・・・・・・・・別紙

・第 20 回石狩市民図書館まつりの開催について ・・・・・・・・・・・・・別紙

石 狩 市 教 育 委 員 会



応募句数 応募者数 応募句数 応募者数 応募句数 応募者数

石狩市 65 33 74 37 △ 9 △ 4

道外 38 19 48 24 △ 10 △ 5

道内 110 55 142 71 △ 32 △ 16

総数 213 107 264 132 △ 51 △ 25

・兼 題 「朝市」及び自由題

・選 者 小西 龍馬 氏（北海道俳句協会顧問）

横山 いさを 氏（北海道俳句協会常任委員）

天位（最優秀賞） 生簀
いけす

に烏賊
い か

放ち朝市はじまりぬ 岩内町 松本 きよし

朝市を仕舞ひ一礼夏の雲 山形県 菊地 みさ子

朝市の箱に蠢
うご

めく蝦蛄
しゃ こ

百尾
ひゃっぴ

小樽市 伊藤 玉枝

海凪ぎて朝市開く立夏かな 石狩市 小玉 富士子

朝市の手車覗く烏の子 札幌市 渡部 豊子

朝市や海胆
う に

たっぷりと浜の膳 石狩市 曳地 理子

小清水町 久保 信和

夏祭りたいこの音がひびく夜朝市や素顔と素顔秋刀魚買ふ 美深町 飯塚 孝

朝市の赤銅破顔鰊船 石狩市 石川 治

朝市や増毛山道雲の峰 石狩市 赤繁 忠弘

夏立つや塩辛声の朝市女 稚内市 静間 典子

札幌市 田森 つとむ

朝市のきらりと海女のピアスかな 北広島市 水口 茂

不揃いの蝦蛄笊
しゃこ ざる

盛りに朝の市 札幌市 坂本 一渓

朝市の売り手買ひ手の日焼顔 札幌市 田中 玲子

朝市の値踏みへ下駄の音涼し 日高町 遠藤 孝明

朝市や弁財船に春の虹 石狩市 鈴木 雄三

十重
と え

二十重
はた え

初夏の朝市異邦人 札幌市 菊地 勝弘

お目当ては蝦蛄
しゃ こ

の浜茹で朝の市 札幌市 西村 千鶴子

鮭網をおこす一湾朝の市 札幌市 西村 千鶴子

朝市を統
す

ぶる媼
おうな

の頬被
ほおかぶ

り 札幌市 藤林 正則

※上記のほか、佳作20点を選出

主 催 特定非営利活動法人 石狩市文化協会

企画・運営 「俳句のまち～いしかり～」実行委員会

■ 第15回俳句コンテスト（一般の部）

令和元年度 平成30年度 比較

地位（５点）

人位（15点） 朝市の客に潮噴く蜆
しじみかい

貝

明易
あけやす

し厚田朝市青菜
あお な

売
うり

＜報告事項①＞

令和元年度「俳句のまち～いしかり～」俳句コンテストの実施結果について
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・対象者 市内小・中学生

2,685句（小学校12校 1,835名、中学校８校 850名）

※前年度 3,054句（小学校13校 2,221名、中学校８校 833名）

・兼 題 自由題 ※１人１句のみ

・選 者 赤繁 忠弘 氏（石の花俳句会） 畑中 貴子 氏（石の花俳句会）

曳地 理子 氏（石狩文芸同好会） 棚橋 文男 氏（石狩憩吟社）

①小学生・優秀賞（10点）

いしかりの広い大地でいねゆれる 石狩小５年 林 咲名

教室が静まりかえった夏休み 花川小６年 小西 彩加

ボールけるゴールの向こう夕焼けだ 南線小４年 奥山 琉世

田植えでねみんないっしょにどろだらけ 南線小４年 長谷川 結空

遠足や遊ぶ背中にはれた空 南線小５年 青木 大悟

夏空に力をあわせピラミッド 南線小５年 佐々木 啓翔

水たまり映る自分と虹の橋 南線小６年 池田 暖乃香

宿題がなければいいな夏休み 紅南小５年 岡部 海人

蒲公英の綿毛を飛ばす風の声 緑苑台小５年 髙田 陽和平

にしん来てあみから外すお手伝い 浜益小５年 栗村 迅

②中学生・優秀賞（10点）

素振りする背中で薫る庭のバラ 花川中２年 佐藤 泰慎

幼き子たんぽぽ母にプレゼント 花川中３年 平川 桃花

春雨の水面に映る金閣寺 花川南中３年 浅野 龍悟

花冷えと降るなと願う京の雨 花川南中３年 佐藤 優菜

哲学の道へとつなぐ桜かな 花川南中３年 白岩 拓海

ししおどし田んぼを守る和の音色 花川北中１年 佐藤 匠馬

輝きを最後に魅せる大花火 樽川中３年 西本 悠月

子の声や光輝く石鹸玉 樽川中３年 布村 美羽

翡翠の鳴き声響く野球場 厚田中２年 河合 柊弥

風薫る京を歩くや自主研修 厚田中３年 中井 陽花

※上記のほか、佳作20点を選出

※上記のほか、佳作20点、努力賞５点を選出

【入賞作品】

・応募者(作品)数

■ 第14回こども俳句コンテスト
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〒061-3217 北海道石狩市花川北 7条 1丁目 26
TEL 0133-72-2000　FAX 0133-73-9120
HP : https://www.ishikari-lib-unet.ocn.ne.jpI s h i k a r i  C i t y  L i b r a r y

10
26土

10
27日

♪おたのしみ劇場　
ガウチョス

♪KUROさんの　
ジャグリングショー

♪バイオリンと　
ギター演奏

♪おはなし会
♪おりがみ体験

♪人形劇団オペレ
♪太鼓演舞

♪おはなし会
♪ジョニーさんの
マジックショー

♪サックス演奏

企画・運営／図書館まつり運営委員会
主催／石狩市民図書館　共催／北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会

くしょで広がるハーモニー

んな ろってラ
ン
ラン
ラン

ド
ミ ソ

プログラムは
こちら ！

石狩
市民
図書館まつり第２０

回



第20回石狩市民図書館まつり プログラム

26
日

（土）

エントランスホール

10:00～15:00
むかしあそび
-伝承あそびボランティアおてだま-

エントランスホール

10:15～11:00
おはなし会
-おはなしボランティアびっくりばこ-

おはなしのたまご

11:15～12:00
人形げき
-人形げきだんオペレ-

しちょうかくホール

12:15～12:35 図書館たんけんツアー
貸出カウンター前に

集合！

13:00～13:45
おはなし会
-石狩市ぶんこれんらく会-

おはなしのたまご

14:00～14:40
マジックショー
-ジョニー・サモアさん-

しちょうかくホール

15:00～15:45
おはなし会
-おおきな木-

おはなしのたまご

エントランスホール

16:15～16:45
サックスえんそう
-葛西利光さん-

エントランスホール

ALT（外国語指導助手）とえいごdeトライ！ グループ活動室

両
日

10:00～15:00 クイズ・スタンプラリー いろんなところ！

10:00～15:00
布の絵本とおもちゃであそぼう！
-ボランティアサークル『布の絵本にじ』-

けんしゅうしつ１

10:00～17:00 調べる学習コンクール入賞作品展示 閲覧室

10:00～17:00
村山家文書の展示
-村山家文書を読む会-

閲覧室

けんしゅうしつ３

27
日

（日）

10:00～10:45 調べる学習コンクーひょうしょう式 エントランスホール

10:00～15:00

15:00～15:45
ジャグリングショー
-ジャグリングパフォーマンスＫＵＲＯ-

しちょうかくホール

16:15～16:45
バイオリン＆ギターえんそう
-『Ｗａｎｄｅｒ Ａｒｏｕｎｄ』-

エントランスホール

13:00～13:30
えいごのおはなし会
-ALT（ケイ、グローリア、ローズ）-

おはなしのたまご

14:00～14:45
おはなし会
-よみきかせ子っ子の会-

9:50～10:00

オープニングセレモニー
たいこえんそう
-石狩しょうよう高校石狩たいこきょく-

一日図書館長にんめい式

10:00～15:00 国立大雪青少年交流の家コーナー エントランスホール

10:00～15:00 軽食コーナー
エントランスホール
けんしゅうしつ２

10:00～15:00
絵本がいっぱい！乳幼児休憩室
-ブックスタートボランティア-

おはなしのたまご

11:15～12:00
人形げき
-おたのしみげきじょうガウチョス-

しちょうかくホール

12:15～12:45
おりがみ体験コーナー
-よみきかせ子っ子の会-


