
銀メダル獲得
　　　おめでとう

平野歩夢
選手

2014ソチ冬季五輪
スノーボード男子ハーフパイプ

このイラストは、担任の梅沢先生の友人の小林詩織さん（神奈川県在住）から提供いただきました。

「夢」～金メダルに願いを込めて～
（オリンピック出場記念）

「歩」～銀メダルまでの軌跡を想って～
（銀メダル獲得記念）

平野歩夢選手銀メダル獲得記念紙
　発行　平成 26年 3月
　編集　村上市政策推進課
　　　　☎ 0254（53）2111　内線 531●本紙掲載記事の無断転載を禁じます

おめでとう　歩夢くん

　「15歳の少年が獲得した
記録ずくめの銀メダル」
　この快挙に対し、地元村
上市の市長として大きな拍
手を送るとともに、今後の
更なるご活躍を期待してい
ます。
おめでとう。

村上市長
大滝　平正

　銀メダルおめでとう。歩
夢の競技を見て熱狂し、感
動し、涙したこのオリン
ピック。多くの人との縁を
大切に、心をさらに磨き、
成長してください。次は金
メダルを期待しています。

村上第一中学校
3年１組担任
梅沢　怜史先生

　平野歩夢くん銀メダルお
めでとう。幼いころからが
んばってきたことが実って
よかったね。私もすごくう
れしかったです。これから
は、有名になってますます
大変だけど、今と変わらな
い歩夢くんでいてください。

村上第一中学校
3年１組同級生
池田　幸代さん
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2014/2/19　五輪出場報告

2014/3/2　午後1時〜2時　凱旋パレード
12,000人が祝福

2014/1/30　五輪出場決定報告

2014/3/2　午後3時〜4時30分
五輪出場報告会（市民ふれあいセンター）

2014/2/11〜12　パブリックビューイング（教育情報センター）
　予選　11日　午後７時〜	 （現地時間　11日　午後2時〜）
　決勝　12日　午前２時30分〜	（現地時間　11日　午後9時30分〜）

時事

時事AFP＝時事

RIA Novosti/時事通信フォトEPA＝時事

村上地域振興局 JR村上駅前 田端町・肴町付近 お城山を背にして進むパレード

小国町付近 市役所周辺

次々と応援に駆けつける市民

教育情報センター２階特設会場

岩船産コシヒカリ（JAにいがた岩船）と村上牛（JAかみはやし）を贈呈

会場を埋めつくした市民が熱い視線を送る（決勝）

銀メダル獲得　歓喜のくす玉割り

予選１組１回目の高得点に盛りあがる

村上市スポーツ特別栄誉賞を授与

1,300人の観衆で一杯になった大ホール
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