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～ 将来笑うために ～
校長 舘岡 和人

◆ 見るもよし

相撲の場合、土俵の上で試合が展開されるのはほ

んの数秒。しかし、呼び出しの声で土俵に上がって

四股を踏み、それを観客は次第と高まる期待ととも

に眺めています。そして、ひいき力士が勝てば花道

が沸きます。そうしたプロセス全体がスポーツで、

試合以外の部分も大切にしたいです。

箱根駅伝や相撲などは「見るスポーツ」の風物詩

になっており、その長い伝統から人々に愛されて、

大きな価値が生まれてきました。それら「見るスポ

ーツ」の振興は、スポーツ文化の定着と拡大につな

がっています。

◆ すべては気から

「はっけようい」 行司が発する言葉で漢字では

発気用意と書きます。行事が「発気用意」というと、

力士は気合を入れてお互いがにらみ合います。その

迫力はテレビでも伝わってきます。凄まじい気合で

お互いがぶつかり合い、少しでも気持ちで負け、集

中力が足りなければあっという間に土俵際まで押し

返されてしまいます。

「発気用意」立合いで決まると言われている相撲

ならではの、深い意味がありそうです。

・ 物事を行うためには気を発し集中すること。

・ 気持ちの準備が大切で最初が肝心であること。

◆ 国技館と尾車親方

日本の国技が相撲であるということは、誰しもが

知っていることですが、その理由は、

① 土俵という日本独特な場所で行う。

② 国民に広く浸透し、興行に人気があった。

③ 相撲の常設興行場所を「国技館」と呼ぶ。

このような理由からだと言います。

今から 105 年前の明治 42 年に「両国国技館」が

建設されました。館名を決める時に板垣退助の「尚

武館」は採用されず、３代目の尾車親方が発案した

「国技館」が採用されました。

◆ 横綱大鵬

「巨人・大鵬・卵焼き」 この言葉は、高度経済

成長期に代表された言葉で、大相撲で 32 回もの優

勝をした横綱大鵬関と９年連続でプロ野球の日本一

になった巨人の強いヒーローを合わせ、そして子ど

も達が大好きであった卵焼きを加え、現在の流行語

大賞のように使われていました。

大鵬関の奥さんは秋田市の老舗菓子店の方でその

菓子店の二階には「横綱大鵬ギャラリー」があり、

ゆかりの品々が展示されています。

その展示品の中には色紙が２枚飾られています。

書かれている文字は『忍』と『夢』の２枚。

北海道で苦労しながら相撲界に入り、『忍』のごと

く稽古をして大横綱になった大鵬は、「子どもの頃に

さんざん苦労したから、これより下はないと思うと

稽古は苦にならなかった」と。また、「普通の人は最

初に夢を持つが、自分は『忍』から始めて、後から

『夢』が実現した」とも。

何かに秀でた人は、人には言えない苦労をして、

信念を貫き通して大成しています。

◆ 最年長関脇豪風

2003 年春場所（11 年前）の新入幕から 68 場所を

かけての新関脇昇進は史上最も遅いペースで、35 歳

２カ月での昇進も戦後最年長となります。

その豪風関が 10 月２日（木）、本校を訪問し生徒

と交流をしました。今の豪風関の師匠は８代目の尾

車親方（元大関・琴風）で、先代の親方は国技館の

命名者でもあります。

豪風関は訪問前日の１日（水）に本場所を終えて

秋田入りしました。本校訪問日の午前中は大曲市の

老人施設の慰問、そして本校での交流。終了後は潟

上市役所天王庁舎にて石川市長を表敬訪問し、それ

から井川町にある老人施設の慰問。その２日後には

東京に戻り、相撲トーナメント出場と本当に忙しい

中での訪問となりました。

その講演の中で話されていたことは、「自由を手に

入れるために相撲を始めた」「大学時代４人で焼き肉

100 人前食べた」といった話もありましたが、やは

り心に残った言葉としては、

・ 夢のために自分がやりたいことを我慢する

・ 相撲は人生そのもの

・ 明確な夢を持ってほしい

・ 自分のためだけでなく他の人のために努力でき

る大人になってほしい

などが挙げられるのではないでしょうか。

◆ 大鵬と豪風からのメッセージ

大鵬は「忍」、豪風は「耐」、そして「夢」。「忍」

と「耐」、言葉は違うにせよ思いは同じで、手に入れ

たいものがあったら、我慢も必要。

「忍」や「耐」があって「夢」が叶うのか、「夢」

をかなえるために「忍」や「耐」があるのかはその

人の思い次第です。ただ、夢を叶えたその先には、

また続きがあります。

豪風関が話していた言葉の中に、「今、何をしたら

将来、笑うことができるのか」と。

私はこの一言が最も心に残りました。

体育館にまた、新たな魂が入りました。11 月９日

から始まる大相撲九州場所。

みんなで応援しましょう。「頑張れ 豪風」
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「『○○の秋』と言えば思い浮かべるのは？」とい

う調査結果をインターネットで見付けました。皆さ

んは『○○』に何を当てはめるでしょうか。第１位

は圧倒的多数で『食欲の秋』でした。２位以下は『ス

ポーツ』『読書』『行楽』『芸術』と続きました。こう

した秋にふさわしいイベントが秋田県で開催されて

います。文化の国体（国民体育大会）といわれる国

民文化祭です。１９８６年に東京都で第１回が開催

されてから毎年各都道府県の持回りで行われてきま

した。我が校からもこの国文祭に多くの生徒が参加

しました。

❏子ども邦舞・邦楽フェスティバル❏

＜平成２６年１０月５日（日）秋田市文化会館＞

♬ 和楽器合奏 子どもの歌メドレー（東湖小八坂和

楽器クラブ） 平太鼓 伊東 和輝

♬ 邦舞邦楽ワークショップ「雪月花」「さくら」「う

さぎ」「越天楽」 打楽器 伊東 和輝

♬ 和楽器合奏「さくら＆ソーラン」（天王中学校松

陵学習八坂和楽器）

箏 石川 千鶴、堀 結奈、佐々木みのり

天野 多詠、石川 康志、菊地 夢香、沼田 春華

安田 夏歩、松村 亜美、菊地 紗彩

十七絃 庄子 優里

尺八・アンクロン 伊藤 星香、遠間 優花

千葉 みゆ、渡部 愛海、三浦 紗羅、畠山 萌花

菅原穂乃花

笛 石川 花凜、船木 夏帆、森田穂乃香

三浦 菜央、和田紗也加、菅原伶央奈、斎藤 伶音

櫻庭 瑠伽、森田 雪菜

パーランク 千蒲 駿介

打物 大関永優美

締太鼓 伊藤 奎祐、千葉倫太郎

平太鼓 伊東 和輝

♬ 和楽器合奏による「日本の詩メドレー」（秋田子

ども和楽器合奏団）

箏 佐々木みのり、菊地 夢香

十七絃 庄子 優里

平太鼓 伊東 和輝

♬ 箏・和楽器合奏 和楽器アンサンブル「子どもの

四季」

箏 佐々木みのり、菊地 夢香

十七絃 庄子 優里

平太鼓 伊東 和輝

❏秋田県読書絵はがきコンクール❏

優秀賞 髙橋 沙依（１年）

「Ｘゲーム」（山田 悠介 作）

※髙橋さんは１１月３日（月・文化の日）に行われ

る「みらいあ児童文化フェスティバル」（県児童会

館）で表彰されます。

❏ぼくのわたしのかたがみ写真展 出品❏
村上 悠太、吉田 冬弥、木村 健音、澁谷 到

米谷 翔大、藤原 颯馬、原田芙未花、丸谷 祥輝

（以上１年）

伊勢 隆哉、櫻庭 裕也、櫻庭 亮太、正木 友也

宮城 明斗、今津谷直己、田川 和寛（以上２年）

荒川 八雲、越後 樹、小野 風遠、高橋 茉央

中川 和真、伊藤 吏玖、加藤 楓奈、櫻庭 亜美

櫻庭 真子、武田真愛也、登藤 乙矢、三浦 翔

三浦 夏美、村山 一希、吉田 昴太、渡部 凌

児玉 樹紀、櫻庭 輝、武藤 大地、加藤みのり

小林 潤、澤畑 飛雅、菅原 大地、藤井 海都

安田 大希（以上３年）

❏フィナーレイベント❏

＜平成２６年１１月３日（月・文化の日）エリアな

かいち にぎわい交流館ＡＵ＞

東湖八坂神社例大祭統人行事の山太鼓実演

石川 日都、加藤 樹、中田 海斗、沼田 優翔

米谷 圭悟、森田 遼貴（以上２年）

❏潟上市社会福祉協議会ふくしの作文コンクール❏

最優秀賞 加藤 みのり（３年）

「介護施設を訪問して」

優秀賞 前澤 有羽 （１年）

「やっぱり笑顔が一番」

優秀賞 進藤 佳音 （２年）

「ボランティアから学んだこと」

優秀賞 草皆 優奈 （２年）

「人に見られないボランティア」

※以上の４名は１１月８日に行われる市社会福祉

大会（天王総合体育館）で表彰されるほか、最

優秀賞の加藤さんは作文を朗読します。

❏県中学校女子個人選抜剣道優勝大会❏

優勝 伊藤 涼奈 （１年）

本校では、１０月２０日（月）から２４日（金）

までの５日間を、学ぶことと働くことを関連付けて

生きることについて考える週間（キャリア・スター

ト・ウィーク）と位置付け、各学年で体験学習を行

いました。詳しい様子や事後の学習の成果等は、学

年・学級通信にご注目ください。


