
平成 29年 6月 29日 

保 護 者 各位 

北海道滝川西高等学校長 阿 部 孝 志  

平成 29年度合唱コンクール並びに滝西祭の開催について（ご案内） 

初夏の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日ごろより本校の教育活動に対しま

して、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、次の日程で実施することになりました。学校祭『滝西祭』は、

今年度のテーマを「Summer ～１人１人が滝西祭を創造する～」として 2日間で開催いたします。 

つきましては、次の時間帯で公開をしますので、ご案内いたします。 

記 

１ 日程と内容 

（1）合唱コンクール   会場 たきかわ文化センター 

 平成 29年 7月 6日（木） （一般公開）9:15～12:40 

     各学級の合唱、音楽科授業選択生徒の演奏など 

合唱の発表順序（予定） 
発表順 クラス 曲名 発表時間 

(1) 3年芸術(音楽クラス) 乾杯 ほか   09:40～09:46 

(2) 1F HEIWAの鐘   09:46～09:52 

(3) 1G あすという日が  09:52～09:58 

(4) 1E 言葉にすれば  09:58～10:04 

(5) 1B 予感   10:04～10:10 

(6) 1D 春に   10:10～10:16 

(7) 1A 大切なもの   10:16～10:22 

(8) 1C 青い鳥   10:22～10:28 

(9) 2E 時を越えて   10:28～10:34 

(10) 2A きみにとどけよう  10:34～10:40 

(11) 2C 明日への扉   10:40～10:46 

(12) 2D マイバラード  10:46～10:52 

(13) 2B 大切なもの   10:52～10:58 

(14) 2G 友～旅立ちの時～  10:58～11:04 

(15) 2F 永遠のキャンバス  11:04～11:10 
(16) 3G 君が君に歌う歌  11:20～11:26 

(17) 3B 空駆ける天馬  11:26～11:32 

(18) 3A 思い出すために  11:32～11:38 

(19) 3D 海の匂い   11:38～11:44 

(20) 3C ヒカリ   11:44～11:50 

(21) 3F あしたはどこから  11:50～11:56 

(22) 3E 一詩人の最後の歌  11:56～12:02 

(23) 吹奏楽局合唱 誕生日には真白な百合を 12:02～12:08 

※ 会場施設の都合で、保護者席は 130 席となっておりますのでご了承ください。 

※ 各発表中の会場への出入はできません。また、進行状況により時間の変更があります。 

※ 発表中の私語は他の方への迷惑になりますので、お静かに願います。 
 

 

 

（2）滝西祭    会場 北海道滝川西高等学校 

 平成 29年 7月 7日（金） （一般公開）9:30～15:40 

     クラス発表、模擬店販売（※注） 
9: 20  30                       12:20                     13:50 14:00                15:40 

ク
ラ
パ
コ
準
備 

クラパコ１部～３部 

(1)～(13) 
昼休み 

ク
ラ
パ
コ
準
備 

クラパコ４部･５部 

(14)～(21) 

移動販売車販売 

（保護者） 

生徒模擬店 

（移動販売車販売は保護者利用不可） 
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※模擬店販売は一部生徒優先時間帯がありますのでご注意ください。 

裏面に続く 



学校祭期間中の駐車場のご案内 

 

こちらに 
なります 

正門より南に 300m 

徒歩約３分半 

滝川西高校 

セブンイレブン滝川有明店および

西地区コミュニティセンターへの

駐車は禁止します。 

クラパコ第 1 部～第 3 部 
(1) 3G 勇者シュウヘイと導かれし 3G 

～This story makes you laugh～ 
(2) 3E Fairy world 
(3) 3B BLUE  IMPACT 
(4) 2A 2A だョ！ 全員集合 

(5) 3A マナトの休日 ～with 3A～ 
(6) 3C Summer Small Fight 
(7) 2F F Station !! 

(8) 2C ごりとごらとポカリスェット。 
(9) 1B Global Music 

(10) 1D ハイスクール☆ダンスバトル 
(11) 2D It`s a magic ! 
(12) 1C ポカリ WEST 
(13) 1A Generation Gap 

クラパコ第 4 部･第 5 部 
(14) 2B とりあえずやってみよう 
(15) 1E A Variety of Disney 
(16) 3F colorful 
(17) 2E オールスターズ 
(18) 1G 1－G Do dance 
(19) 1F 僕ら運命の 1－F です。 
(20) 2G ナオキ・ドゥ・ソレイユ 
(21) 3D ウェスト サイドストーリー 

模擬店 
移動販売店 クレープ(チョコレート･ストロベリー)･冷製パスタ･牛丼 ほか追加メニューあり 

生徒模擬店 わたあめ･串焼き･ホットドック･スムージー･かき氷･サンドイッチ 

アトラクション 体育系部活動(軟式野球部･卓球･バスケットボール･バドミントン･ソフトテニス) 

部局模擬店 吹奏楽･コミュニティーサービス局･商業クラブ･柔道部 

 

平成 29年 7月 8日（土） （一般公開）   9:20～14:00 

    クラス発表、模擬店販売(※注)、展示、イベント、有志発表 
9:00  20            10:20  40        12:00                  14:00 
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展 示 

※模擬店販売は一部生徒優先時間帯がありますのでご注意ください。 

模擬店 
移動販売店 クレープ(チョコレート・ストロベリー)･冷製パスタ･牛丼 ほか追加メニューあり 

生徒模擬店 わたあめ･串焼き･ホットドック･スムージー･かき氷･サンドイッチ 

アトラクション 体育系部活動(軟式野球部･卓球･バスケットボール･バドミントン･ソフトテニス) 

部活動模擬店 茶道部･コミュニティーサービス局･商業クラブ･柔道部 

部活発表 
演劇公演 視聴覚室（12:45～13:30） 

 

 

 

２ ご来場に関してのお願い 

（1）学校祭当日は学校駐車場を模擬店会場にしますの

で、駐車ができません。出来る限り公共交通機関など

を利用しご来校ください。 

やむを得ずお車でいらっしゃる方は、駐車台数に

限りがございますが、右図のとおりグラウンド南側の

旧山車会館駐車場の利用ができますので、そちらを

ご利用ください。 

（2）地域の方の生活に支障を与

えますので、路上駐車は厳

にご遠慮ください。 

 

 体育館一般席は、会場の都合で 210 席と
なっていますが、混雑状況により、座席が
不足した場合にはご了承ください。 


