
北部ブロック（秩父・児玉・大里） 

の活動状況 

 

北部ブロック中学校長会は、秩父地区（秩父市・

横瀬町・小鹿野町・皆野町・長瀞町）１２校、児玉

地区（本庄市・上里町・美里町・神川町）８校、大

里地区（熊谷市・深谷市・寄居町）２９校の合計４

９校の中学校長で構成・組織されている。 

北部ブロックは、埼玉県北部の広範な地域に渡っ

ており、学力向上・体力向上・進路指導・生徒指導

等の学校運営上の諸課題についての研究協議や情

報交換、研修等を秩父・児玉・大里の地区ごとに実

施している。 

３地区の合同事業今年度としては、毎年「県北部

中学校長会研修会」を地区持ち回りで開催してお

り、３地区の中学校長が一堂に会して研修する貴重

な機会となっている。今年度は秩父地区が研修会を

企画・運営し「秩父祭について」祭に詳しい講師の

伊藤 暁氏から講演をいただいた。その後「秩父ま

つり会館」に移動して秩父祭の様子を見学した。希

望者は秩父神社も見学する等、とても有意義で素晴

らしい研修会となった。 

 

１ 秩父地区役員構成 

 〈地区役員〉 

 ○会 長    東  敬治 （秩父二中） 

 ○副会長    吉岡  章 （小鹿野中） 

 ○副会長    根岸  力 （尾田蒔中） 

 ○会 計    福島  剛 （高篠中） 

 ○幹 事    板倉 邦弘 （吉田中） 

 ○監 事    田隝 昌司 （秩父一中） 

○監 事    新井 清人 （横瀬中） 

 〈県役員〉 

 ○常任理事   東  敬治 （秩父二中） 

 ○理  事   板倉 邦弘 （吉田中） 

 〈県中研究部役員〉 

 ○生徒指導   板倉 邦弘 （吉田中） 

 ○経営課題   小菅恭青史 （皆野中） 

〈県中専門部役員〉 

 ○調査部    大沼 修一 （荒川中） 

 ○編集部    小菅恭青史 （皆野中） 

○修学旅行   福島  剛 （高篠中） 

○人事給与   板倉 邦弘 （吉田中） 

 

２ 児玉地区役員構成 

〈地区役員〉 

 ○会 長    渡辺 勝徳 （美里中） 

 ○副会長    飯塚 久夫 （上里北中） 

 ○副会長    氏家  勉 （本庄東中） 

 ○会 計    綱  洋行 （本庄西中） 

 ○幹 事    勝山 寛美 （上里中） 

 ○監 事    澁谷 利幸 （児玉中） 

○幹事長    中田  守 （本庄南中） 

 〈県役員〉 

 ○常任理事   渡辺 勝徳 （美里中） 

 ○理事（兼）  渡辺 勝徳 （美里中） 

〈県中専門部役員〉 

 ○調査部    内田 隆一 （神川中） 

 ○人事給与   渡辺 勝徳 （美里中） 

○修学旅行   飯塚 久夫 （上里北中） 

○編集部    澁谷 利幸 （児玉中） 

○埼玉大会準備 澁谷 利幸 （児玉中） 

 

３ 大里地区役員構成 
＜地区役員＞ 

 〇会 長     島﨑 祐子（幡羅中） 

 〇副会長   新井 英和（奈良中） 

   〃      石川  浩（深谷中） 

   〃      関根 光男（城南中） 

 〇幹事長     持田  栄（川本中） 

  幹 事     寺沢  剛（中条中） 

 〇会 計     向井  均（深谷・南中） 

 〇監 事     井出  徹（吉岡中） 

 ＜県役員＞ 

 〇副会長     加松  浩（富士見中） 

   〃      吉野 雅彦（花園中） 

 〇常任理事    島﨑 祐子（幡羅中） 

 〇幹 事     今村 美己（江南中） 

 〇監 事     戸坂 和明（寄居中） 

 〇理 事     新井 英和（奈良中） 

   〃      石川  浩（深谷中） 

   〃      関根 光男（城南中） 

＜県中研究部役員＞ 

 〇教育課程    石川  浩（深谷中） 

 〇道徳指導    岡崎みゆき（大里中） 

 〇進路指導    黒澤 正之（三尻中） 

 〇職員研修    伊藤 幸男（熊谷東中） 

   〃      加藤  修（藤沢中） 

 ＜県中専門部役員＞ 

 〇調査部     森田  豊（岡部中） 

 〇編集部     齊藤  豊（妻沼東中） 

 〇人事給与対策部 新井 千尋（大原中） 

 〇修学旅行対策部 井出  徹（吉岡中） 

 〇埼玉大会準備  齋藤 健一（妻沼西中） 



４ 県北部中学校長会研修会 

(1) 日 時 令和２年１１月２７日(金) 

１４：１５～１６：３０ 

(2) 場 所 秩父地域地場産業振興センター 

    秩父まつり会館 

    秩父神社他 

(3) 内 容  

・講演会 

・秩父まつり会館の見学 

・秩父神社の見学 

(4) 研修概要 

講演会 

演題 「秩父祭について」 

講師 伊藤 暁 氏 

本日の内容 

 ・「秩父祭」の概要 

  ～祭礼行事と笠鉾・屋台～ 

 ・こどもの祭りへの参加 

  ～そして次の世代へ～ 

 ・「山・鉾・屋台行事」 

のユネスコ無形文化遺産登録 

１ 「秩父祭」の概要 

  ～祭礼行事と笠鉾・屋台～ 

  「秩父祭」＝ 秩父神社例大祭 

  江戸時代前期には「旧暦霜月三日」に祭りが行

われていたという記録が残る『園田家日記』 

  それ以前の記録は焼失。 

 ○「秩父祭」の日程 

 １２月１日 御本殿清浄之儀（清めの儀） 

       例大祭奉行祈願祭 

    ２日 御新馬奉納之儀・新穀奉献祭 

       御諏訪渡り 

    ３日 御神幸祭・御斎場祭 

    ４日 蚕糸祭（さんしさい） 

       流鏑馬（秩父公園にて） 

    ５日 産業発展・交通安全祈願祭 

    ６日 新穀感謝祭・例大祭完遂報告祭 

○「秩父祭」の意味 

 「新嘗祭（にいなめさい）」 

  神前へ収穫を報告・感謝 

○秩父祭に係る神話（伝承） 

お諏訪様  ＝  龍神 ・・・ 妙見様 

（諏訪社） 正妻（武甲山）  （秩父神社） 

※龍神と妙見様が年に一度、逢い引きをする日 

１２月２日 お諏訪渡り→正妻を鎮める行事 

１２月３日 屋台囃子を止め、静かに曳く 

２ こどもの祭りへの参加 

  ～そして次の世代へ～ 

・秩父市内の伝統行事・民俗芸能の現況 

 国・県・市の文化財に指定されている伝統行事・

民族芸能５０件のうち１０件以上が休止・取り止め

状態にある。 

《理由》①集落の消滅（ダム開発等による） 

    ②社会生活の変化（参加が消極的） 

    ③少子高齢化（こどもや青年が減少） 

秩父祭におけるこどもの参加し易い環境 

○「伝統文化に親しむ日」 

「秩父市小・中学校管理規則」 

第３条 学校における休業日は、次のとおりとする 

（３）秩父市伝統文化に親しむ日を定める規則に規

定する日（７月２０日及び１２月３日とする） 

 

３「山・鉾・屋台行事」 

のユネスコ無形文化遺産登録 

 平成２８年認定 

「無形文化遺産」とは 

・口承による伝統及び表現 

・社会的慣習や儀式及び祭礼行事ｅｔｃ… 

これらのもので、国の代表的な存在であるもの 

 

      
 

（秩父市立秩父第二中学校 東  敬治）  


