
1

NO.79
 2011.10

 雫石町教育委員会HPアドレス
http ://www.town.shizukuishi.iwate.jpから 教育委員会 をクリック!

編集・発行／平成23年10月13日　雫石町教育委員会
〒020-0595岩手県岩手郡雫石町千刈田5-1 TEL 019-692-2111

★しずくいしの教育　特集・中継…各実践区の取り組み状況 … 2
★家読におすすめ・教育委員会定例会リポート………… 3
★各種講座・教室案内・スポーツ結果・行事予定… 4～ 5

★新着図書紹介・図書館情報……………………………… 6
★シリーズ「輝」・トピックス ……………………… 7～ 8

〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

読んでみて　親のオススメ　おもしろい （林尻　剛　雫石中 1年）
家読標語コンクール　入選作品　

　町民の芸術文化活動の成果を展示・発表し、芸術鑑賞の機会を広く提供する、年に１度の秋の祭典！
　今年は、舞台発表１日目（11月３日）に小学校４校（雫石・南畑・西根・下長山）が登場予定！
　さらに充実の総合芸術祭、全部門入場無料です。家族そろっておいでください。

【日　時】
①　11月３日（木・祝）　12：30開演（12：00開場）
②　11月５日（土）　　　13：30開演（13：00開場）

【会　場】中央公民館　野菊ホール
【出演予定部門・団体】
・筝曲（雫石筝曲教室）
・謡曲（謡曲部）
・大正琴（大正琴教室）
・ピアノ（町内各ピアノ教室）
・コーラス（しずくいし混声合唱団）
・ギター・大正琴（SAKUTTO倶楽部）
・洋舞（雫石ダンススタジオ）
・太鼓　←New！
　　雫石小学校：青空太鼓
　　南畑小学校：南畑堰賛太鼓
　　下長山小学校：豊年太鼓
 ・郷土芸能　←New！
　 西根小学校：西根さんさ　　他一般参加団体

【日　時】11月３日（木・祝）　9：00 ～ 17：00
　　　　　 　４日（金）　　　9：00 ～ 17：00
　　　　　 　５日（土）　　　9：00 ～ 16：00
【会　場】中央公民館
【展示作品】
☆県芸術祭入選作品（絵画・写真・書道等）
☆小中学校作品（絵画・書道等）
☆一般応募作品
（絵画・写真・書道・手工芸・華道・菊花盆栽等）

【日　時】11月３日（木・祝）・５日（土）10：00～15：00　　【会　場】中央公民館１階ロビーホール

今年は舞台発表に小学校が登場！　☆第４７回雫石町総合芸術祭☆

舞台発表

町民作品展・菊花展

茶席 ～抹茶とお菓子のお振舞い！

スポーツの秋！ 恒例 芸能の秋！ 恒例
第37回雫石町内継走大会 第54回雫石町無形文化財芸能祭

【問い合わせ】芸術祭実行委員会事務局　社会教育課（内線282）

■ミニトピックス■　秋 ！11月の恒例行事ご案内 乞うご期待 ！

11月5日（土）午前9時30分　雫石町陸上競技場スタート！ 11月23日(水･祝)午前９時 野菊ホールで開演!

特集
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特集 ～中継…各実践区の取り組み状況（4）
　平成23年度は、「読書推進」と「あいさつ運動」を全町での共通実践課題としていま
す。６月号から続くシリーズ「中継…各実践区の取り組み状況」、第４回（最終回）は、
雫石中学校の５つの実践区（雫石・七ツ森・御明神・西山・御所）からの報告です。

　218名の参加で、４班に分かれ地区内の清掃活動を行いました。その後、バ
イキング形式の昼食をとりながら親子の交流を深めました。
　親子研修では、救命救急の講習会に参加し、有意義な一日を過ごしました。

　先生・父母・生徒合わせ89名が集まり、３班に分かれ、お世話になっている
地域への奉仕活動として沿道清掃を行いました。道路のゴミは少なく普段の行
政区の活動もきちんとされていることがわかりました。その後ドッチビー大会
を行い、親子みんなで交流を深める事ができ、充実した時間を過ごすことがで
きました。

　朝８時から親子で竜川清掃に取り組みました。ふるさとの川を守っていく活
動は、必ず子どもたちの将来に役立つと思います。
　その後、会場を御明神振興センターへ移し、親子研修会として救命救急の体
験研修をしました。盛岡西消防署雫石文書の方６名から指導を受け、救急時に
役立つ実りある研修となりました。

　今回もNPOリバーパーク葛根田さんの協力のもと総勢78名で、雨上がりの
天気の中、葛根田川河川敷のゴミ拾いを行いました。途中、NPOの方が道を
間違えて河川敷から離れてしまい、親子で散歩？帰りはバスをチャーターして
くれたNPOに感謝です。　
　その後、親子でソフトバレー大会、楽しい汗をかき、交流を深めることがで
きました。

　７月23日に慰霊の森清掃作業を、雫石町役場、全日空労組、郵便局長会の方々
と共に約180名で行いました。事故を風化させずに安全を祈る気持ちを改めて
生徒と共にもつことができました。
　８月23日には、グランドゴルフに取り組みました。今年は、新しく設置され
た御所湖乗り物広場のコースを利用し、充実した親子ふれあいの時間をもつこ
とができました。

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692-6590）

雫石地区

七ツ森地区

御明神地区

西山地区

御所地区
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～家読におすすめ〈10月のテーマ「動物達から勇気を」〉～
　この地球上、いろいろな生き物が係わり合い、繋がりあって生きています。もちろん人間も。そんな生き物達
の生き様が本の世界にはたくさん登場し、私達を励ましてくれます。今回は、動物達が主人公として登場する作
品をさがしてみました。

　小さなバッタは、カマキリ・ク
モ・カエル・ヘビ・鳥などに食べら
れてしまわないかといつもビクビク
して暮らしていました。そんな生き
方がいやで、ついに決心をして力
いっぱいとび立ちました。カマキリ
もクモも突き破って･･･。迫力ある
田島さんの絵に圧倒されます。生命
が輝く絵本です。

　吹雪の日に産まれた純白のおおか
み犬のバルドー。灰色熊やトナカイ
との戦いや群れのリーダー争いとい
う様々な苦難を乗り越え、りっぱな
犬として成長し、やがて人間社会の
中で活躍するのでした。動物文学と
いうジャンルを生み出した作者によ
る、映画にもなったイヌぞり犬の物
語です。

☆とべバッタ（田島征三・作）
偕成社

☆オーロラの下で
　（戸川幸夫・作/森本晃司・絵）

金の星社

☆かたあしだちょうのエルフ
（おのき がく 文・絵）　ポプラ社

乳幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

　大好きな子ども達を守るためライ
オンと戦い、足を一本食いちぎられ
ただちょうのエルフ。みんなに忘れ
られ、一人ぼっちで過ごします。で
も、子ども達が黒ヒョウに襲われる
のを見て、必死で戦い、守りきると、
そのまま大きな木になっていつまで
も子ども達を見守るのでした。長年
読み継がれている感動のお話です。

 教育委員会定例会リポート
―その１　議案編（９月定例会）　～９月定例会で審議された議案はありませんでした―

―その２　質疑応答編（８月定例会）―
①放射線量の測定について
委員　８月の下旬に各小中学校で放射線量の測定を
した結果、各小中学校とも数値が極めて低いとい
うことで安心しているが、今後の教育関連施設の
測定予定はどうなっているか。

教委　９月の町議会定例会に環境対策課から公共施
設に係る放射線量測定の業務委託料が要求される
予定であり、その中には、教育施設関係として各
小中学校の軒下の測定が予定されています。その
他にも、小学校と併設されていない児童クラブの
うち、七ッ森の放課後児童クラブ、さらには町内
各保育所、保育園、幼稚園等でも測定される予定
です。

②中学校の部活動について
委員　運動系のクラブにばかり重点的に取り組ん
で、文化系のクラブに対するフォローが足りない
のではないかという声が聞こえてくるが。文化系
の吹奏楽部、美術部などに専門的な指導者を配置
することはできないものか。
教委　委員会としては、運動系と文化系で意図的に
差をつけていることはありません。ただ、運動系
のクラブの多くの種目で、ＯＢや父母会などの
方々がボランティアで教えてくれているのが現実
で、そのような状況が文化系のクラブとの比較し
た場合に差がついているように感じ取られている
のかなと思います。文化系のクラブの方が専門的
な面もあり、素人では教えられない面もあります
が、経験のある方に積極的に指導していたければ
と思っています。

教育委員会議は、非公開事件以外は傍聴できます。
【問い合わせ】学校教育課（692-6577）

委委員　委員 委員　委員

教委　教委
教委　教委

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉
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 【ホームページアドレス】
☆中央公民館・野菊ホール・各地区公民館：http ://www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 公民館 をクリック！
☆（財）雫石町体育協会：http ://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/
☆県営屋内温水プール（ホットスイム）：http ://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/̃hotswim

【問い合わせ先】
☆中央公民館・野菊ホール…………………………692-4181
☆雫石公民館……692-3458　　☆御所公民館……692-2214
☆御明神公民館…692-3228　　☆西山公民館……693-3321

☆町営体育館・町総合運動公園……………………692-5030
☆県営屋内温水プール………………………………693-3751
☆ゲートボール場…695-2031　☆ケッパレランド 695-2211

「さつまいもスイーツを作ろう」
【日　時】10月23日（日）11：00～14：00
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】１人500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着15人
　　＊小学生未満は保護者同伴でご参加ください。
【申し込み】10月19日（水）までに御所公民館へお申
し込みください（受付：平日 8：30～17：00）。

【日　時】11月９日（水）
　　　　 8：30町役場前集合・出発／11：30解散
【見学場所】旧雫石町の史跡や神社等の見学・散策
・藩政時代の道路指導票（長山分れ）
・生森一里塚
・七ツ森払い下げ顕彰碑
・平和の森、遺族の森、英霊の塚
・雫石城跡（八幡宮）
・藤村丑太の墓（臨済寺）
・雫石大火の記念碑　他を予定しています。
＊天候や交通事情により、変更の場合があります。
【参加費】500円（資料代・保険料等）
【定　員】先着25人
【申し込み】社会教育課へ10月17日（月）～29日（金）
までにお申し込みください（内線284）。

【日　時】10月25日（火）～12月20日（火）　
　　　　 毎週火曜・全９回／19：00～21：00
【場　所】御明神公民館
【講　師】高嶋一秀さん
【受講料】1,000円（テキスト代別途）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着14人
【申し込み】10月13日（木）～21日（金）までに御明神
公民館へお申し込みください（受付：平日 8：30～
17：00）。
【託　児】無料託児ご希望の方はお申し込みください。

「ピーチカスタードクリームと
ほうれん草クッキーを作ってたべよう」

【日　時】11月16日（水）10：00～13：00
【場　所】中央公民館　調理実習室
【講　師】雫石町食生活改善推進員連絡協議会
【対　象】小学生未満の幼児とその保護者
【受講料】大人400円・子ども一人につき100円
【定　員】先着15組
【申し込み】11月４日（金）までに中央公民館へお申し
込みください（受付時間： 8：30～17：15）。
【託　児】乳児の無料託児ご希望の方は事前にお申し
込みください。

〈テーマ〉「カラダよろこぶ減塩クッキング」
〈メニュー〉豆腐の香揚げ　根菜のカレー煮　ほか
【日　時】11月20日（日）10：00～13：00
【場　所】中央公民館 調理実習室
【講　師】雫石町食生活改善推進員連絡協議会
【受講料】１人500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着15人
【申し込み】11月４日（金）までに中央公民館へお申し
込みください（受付：平日8：30～ 17：15）。
【託　児】無料託児ご希望の方はお申し込みください。

浅田次郎　作・「永遠の緑」　朗読…大塚富夫氏＆吉田瑞穂氏
【期　日】10月30日（日）
【時　間】14：00開演（13：30開場）
【場　所】中央公民館内・特設ステージ
【対象・定員】中学生以上・先着80人
【鑑賞料】一般500円（中学生・高校生無料）
 ＊鑑賞には申し込みが必要です。
【申し込み】10月21日（金）までに中央公民館へお申
し込みください（受付：平日 8：30～17：15）。

【託　児】無料託児ご希望の方はお申し込みください。

【日　時】11月４日（金）～12月２日（金）
　　　　 毎週金曜・全５回／19：00～21：00
【場　所】西山公民館
【講　師】高嶋一秀さん
【受講料】1,000円（テキスト代別途）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【申し込み】10月20日（木）～27日（木）までに西山公
民館へお申し込みください（受付時間：平日 8：30
～17：00）。

御所公民館　おやつ作り教室 第２回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）
～町内歴史散歩　旧雫石町～

御明神公民館 初級パソコン教室

ヘルシークッキング・おやこde家カフェ♪

ヘルシークッキング

雫石なんだり鑑賞教室・朗読編

西山公民館　デジカメ画像編集教室
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● 10月～ 11月の主な行事予定 ●
【10月】
　15日㈯ 雫石町スポーツレクリェーション健康祭
　15日㈯～16日㈰　県中学校新人体育大会（前期）
　16日㈰ 雫石地区行政区対抗卓球大会
　20日㈭ 岩手地区中学校総合文化祭
　22日㈯ 小学校学習発表会（七ッ森・上長山・
 下長山・西根・大村・南畑・安庭）
　26日㈬ 教育委員会議
　29日㈯ 橋場小学校学習発表会
　29日㈯～ 30日㈰　雫石高校思郷祭
　30日㈰ 雫石町卓球選手権大会兼
 第31回雫石町行政区対抗卓球大会
【11月】
　３日㈭～５日㈯　第47回雫石町総合芸術祭
　５日㈯ 第37回雫石町内継走大会

　６日㈰ 第15回西山地区　ソフトバレーボール大会
　　　　 御所地区クロスカントリー駅伝大会
　　　　 御所地区グラウンドゴルフ大会
　11日㈮ 第59回雫石町小中音楽会
　12日㈯ 第 5 回雫石町親子読書のつどい
　13日㈰ 御所地区卓球・綱引き大会
　19日㈯ 御明神小学校学習発表会
　19日㈯～ 20日㈰　県中学校新人体育大会（後期）
　23日㈬ 第54回雫石町無形文化財芸能祭
　24日㈭ 教育委員会議
　25日㈮ 小・小連携交流会①
 （雫石・御明神・橋場・南畑・安庭）
　29日㈫ 小・小連携交流会②
 （七ッ森・上長山・下長山・西根・大村）

①第40回雫石町民相撲大会　～９月３日（土）
・団体の部【優　勝】安庭小学校　【準優勝】御明神小学校　【第３位】南畑小学校
・個人の部
順　位 ３年生以下の部 ４年生の部 ５年生の部 ６年生の部 女子の部
優　勝 大橋　　翔（御明神）吉田　優吾（雫石） 伊藤　広樹（安庭） 高橋　慧太（安庭） 谷地　　望（御明神）
準優勝 横欠　海飛（御明神）田屋舘　純（安庭） 高橋　拓也（安庭） 澁田　瑛樹（安庭） 五日市理菜（雫石）
3　位 米田　藍斗（御明神）煙山　太一（南畑） 煙山寛太郎（南畑） 小田　大夢（南畑） 細川　　雅（南畑）

②岩手地区中学校陸上競技大会　～８月26日（金）
【男　子】
・共通400ｍＲ　 ２位　50秒74
・１年100ｍ　　 １位　村崎拓斗　13秒40
・１年1500ｍ　　２位　藤村秦也　４分59秒77
　　　　　　　　３位　照井浩章　５分15秒24
・１年100ｍＨ　 １位　村崎拓斗　16秒38
・２年100ｍ　 　３位　阿部拓人　12秒71
・２年200ｍ　 　３位　阿部拓人　26秒34
・共通3000ｍ　　２位　古舘楓太　10分35秒21
・１年走幅跳　　１位　簗場　丈　４ｍ81
・共通棒高跳　　２位　正木慎一　２ｍ40
・共通砲丸投　　１位　田中聖就　８ｍ40
　　　　　　　　２位　川崎斗夜　７ｍ54
【女　子】
・１年100ｍ　　 2位　小田日葉里　14秒55
・１年100ｍＨ　 2位　徳田志織　　19秒20
・２年走高跳　　2位　越川しのん　１ｍ15

③西山地区秋季野球大会　～８月28日（日）
【優　勝】葛根田・八丁野酒乱会
【準優勝】小松行政区
【第３位】上西根行政区／スーパーボンズ

④第57回御所地区町民運動会　～８月28日（日）
・総合の部【優　勝】大村行政区
　【準優勝】桝沢行政区　【第３位】鶯宿行政区
・男子／女子の部【優　勝】大村行政区
・混合の部【優　勝】桝沢行政区
⑤御明神地区親善ゴルフ大会　～８月28日（日）
・団体の部【優　勝】和野・黒沢・上春木場混合
　【準優勝】岩持・谷地混合　【第３位】上春木場
・個人の部【優　勝】谷地　富男
　【準優勝】町場　洋一　【第３位】小坂　正彦
⑥雫石地区町民運動会　～８月28日（日）
・総合の部【優　勝】谷地行政区
　【準優勝】長根行政区【第３位】高前田一行政区
・男子／女子／混合の部【優　勝】谷地行政区
⑦第46回雫石町壮年男子ソフトボール中央大会

　～９月11日（日）
　【優　勝】晴山行政区　【準優勝】大村行政区
　【第３位】中沼行政区・八区行政区
⑧第10回雫石町ふれあい女性ソフトボール大会

　～９月11日（日）
　【優　勝】谷地行政区　【準優勝】御明神体育会
　【第３位】晴山行政区
⑨御所地区親善ゴルフ大会　～９月25日（日）
・個人の部【優　勝】高橋　正博
　【準優勝】佐々木　政幸　【第３位】佐々木　辰男

町内各種スポーツ大会結果報告（敬称略）

心豊かに暮らせるまちづくり　～雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

県大会での選手の活躍を期待しましょう！！
応援よろしくお願いします。

☆県中学校新人大会（前期）　10月15～16日
　　会場：県営運動公園陸上競技場
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新着図書・イベント紹介　～町立図書館
【ホームページアドレス】 http ://library.town.shizukuishi.iwate.jp 【問い合わせ】692-5959

【日　時】10月20日(木)10：30
【会　場】中央公民館２階　視聴覚室
【プログラム】
・えほん……………………『はしるのだいすき』 ほか
・かみしばい………………………『ひよこのぴぴい』
・パネルシアター………………『ゆうたはともだち』
・こうさく…『どんなおと？ならしてあそぼう』 など
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】10月22日(土)10：00
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『アフリカの音』………………沢田　としき・作・絵
・『めぐろのさんま ～落語絵本～』 ……川端　誠・作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

新着図書をご紹介！（8/21～9/20受け入れ分　計96冊）

・きらめきハートのドレス………あんびる　やすこ
・天才林家木久扇のだじゃれことばあそび100
　　　　　　　　 ……………………林家　木久扇
・ドキドキ★魔法レッスン‼……………藤　真知子
・ダンプのちびトラ………マージェリー・カイラー
・スミス先生と海のぼうけん …マイケル・ガーランド
・つみきくんとつみきちゃん……いしかわ　こうじ
・つきをあらいに………………………高木　さんご
・地震の夜にできること。………………松本　春野
・おおきなかぼちゃ…………エリカ・シルバーマン
・エリザベス女王のお針子……ケイト・ペニントン
・クッツさんのくつ………………ジョン・ダナリス
・クマのあたりまえ………………………魚住　直子
・帰命寺横丁の夏…………………………柏葉　幸子
・長友　佑都……………………スポーツ伝説研究会
・とんぼ………………………チョン・ジョンチョル

● ヤング・児童書 ●

〈10～11月の休館日ご案内〉
【10月】17､ 24､ 31日
【11月】3、7、14、21、23、28日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・働かないアリに意義がある…………長谷川　英祐
・やわらかなレタス………………………江國　香織
・少しの毛糸で色あそび………………了戒　かずこ
・型いらず、手間いらずの ちょこっとおやつ
　　　　　　　　 ………………………浜内　千波
・パパ、どうしてお仕事いかないの？……望月　昭
・笑う子規…………………………………正岡　子規
・介護のことば……………………………三好　春樹
・今日もごちそうさまでした……………角田　光代
・救　命……………………………… 海堂　尊 監修
・困ってる人………………………………大野　更紗
・僕は９歳のときから死と向きあってきた
　　　　　　　　 ………………………柳田　国男
・トコトンやさしい省エネの本…………山川　文子
・目であるく、かたちをきく、さわってみる。
　　　　　　　　 ……………マーシャ・ブラウン
・プロフェッショナルの情報術………喜多　あおい
・あなたの子供をやめました……………中井　宏美

・柿のへた…………………………………梶　よう子
・マスカレード・ホテル…………………東野　圭吾
・白い鴉……………………………………新堂　冬樹
・愛娘にさよならを………………………秦　建日子
・紗　綾…………………………リシャール・コラス
・キャベツ炒めに捧ぐ……………………井上　荒野
・神君家康の密書……………………………加藤　廣
・きつねのつき……………………………北野　勇作
・無　罪……………………………………深谷　忠記
・WANTED!!かい人21面相 ……………赤染　晶子
・よろずのことに気をつけよ……………川瀬　七緒
・密売人……………………………………佐々木　譲
・まともな家の子供はいない…………津村　記久子
・ノアの羅針盤………………………アン・タイラー
・旧主再会…………………………………佐伯　泰英

※10月27日～ 11月９日は・・・
“2011 読書週間”です。

　今年も読書週間がやってきます。暑かった
夏から涼しい秋へ・・・。普段なかなか本を
手にする時間のない方々はぜひこの機会に本
に触れて、自分の１冊を見つけてみてはいか
がでしょうか。

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№77 西山保育園　編～

次回は雫石小学校からの情報をお送りする予定です。

育てた野菜おいしいね！
　当園の園庭には「サンサン農園」と子どもたちに親し
まれている畑があります。「自分たちで野菜を育てて食
べる楽しさを感じられるように」という食育活動の一環
として畑活動を行っています。子どもたちと苗植えをし、
３・４・５歳児の子どもたちが水やり当番を行っていま
す。また、畑のお世話の様子や収穫の数など「サンサン
農園カレンダー」に記入し、掲示しています。

　夏を迎える頃には、毎日きゅうりやなすなどの収穫を
楽しみました。そして、８月中旬にはじゃがいもの収穫
を行い、収穫祭としてカレーの食材切りのクッキングを
行いました。じゃがいもの皮はアルミホイルでむきまし
た。根気のいる作業でしたが、上手にじゃがいもを押さ
えながら、ピカピカにむき上がりました。自分たちで
調理した野菜が入ったカレー。「これは僕が切ったのか
な？」「私がむいたじゃがいも！」と何度もおかわりし
て食べました。
　毎日の水やり、草取りのお世話が少しずつ実となり、
収穫できた時の子どもたちの笑顔は自分たちで育てたと
いう喜びに溢れていました。今後も子どもたちと楽しい
畑作りを行っていきたいと思います。

　今年度は、全国読書週間に絡めて11月12日（土）、中央公民館で開催します。
　「読み聞かせお話し会」では、町内の読み聞かせボランティア 8団体がいろいろな本を読み聞かせてくれます。
また、雫石昔っこ語り隊による昔語りや子ども達に大人気のジュニアリーダーSKYによるクイズ大会など、楽
しさいっぱい！ぜひ、お子さんと一緒に、お父さんお母さん、地域の方々もご参加下さい。
○オープニングで本の紹介・・・9：00 ～ 9：15
　心に残る素敵な絵本等が紹介されますよ！
○読み聞かせお話し会・・・9：20 ～ 10：10
　幼児向け、小学校 1年生向け､ ２年生向け、中学
年向け、高学年以上向けと５つのお話し会で楽しめ
ます。町内の読み聞かせボランティアさん達が、今
知恵を絞って楽しいプログラムを準備中！
○昔語りや読書クイズを・・・10：20 ～ 11：50
　雫石の昔話を聴いたり、クイズやゲームで遊んだ
り…。いろんな形で本の世界の楽しさが味わえます。
○大人は講習会で読み聞かせのポイントを

・・・10：20 ～ 11：50
　今回は後半に大人向けのプログラム『読み聞かせ
講習会』を用意しました。子育ての中でその大切さ
が見直されている読み聞かせについて、実践家の方
からそのポイントなどを教えていただきます。
　講習会だけの参加もOKです。ぜひ多数ご参加く
ださい。

心豊かに暮らせるまちづくり　～雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

トピックス1

オープニングで本の紹介

大人は講習会で読み聞かせのポイントを

昔語り！読書クイズ！

読み聞かせお話し会 　独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興
くじ助成金（28,185千円）を活用し、町営野球場スコア
ボード改修工事（総事業費50,306千円）が、この度９月
上旬に完成いたしました。
　工事期間中、野球場を利用した皆様には何かとご不便
をおかけいたしましたが、天皇賜杯第66回全日本軟式野
球大会からスコアボードも使用できるようになりました。

雫石町営野球場スコアボードはスポーツ振興
くじ助成金を受けて整備されたものです。

町営野球場電光スコアボード完成！トピックス2
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広報「教育しずくいし」11月号は　11月10日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　好きなスポーツ選手が逆境にも負けず、前向きに頑張っている姿
に刺激を受け、中断していた試験勉強を再開しました。珍しく「勉
強の秋」（＆例年どおり「食欲の秋」）になりそうですが、皆さんは
どんな「秋」にするのでしょうか？（Ｎ）

　８月ごろから、定期的にＨＰでの広報「教育しずくいし」の閲覧
数をチェックすることにしたところ、１ヶ月で５００件ほどあるこ
とが分かりました。意外に見られているんだな…ＨＰの効果が大き
いことを再認識。担当事業ももっとＨＰで周知しなければ。（Yasu）

お知らせ：県営屋内温水プール　臨時休業
　ホットスイムでは、プール清掃・水入替作業及び設備修繕の為、11月７日（月）～27日（日）を休館とい
たします。なお、休館期間は延長される場合がありますが、その場合はホームページ等でお知らせいた
します。ご理解とご協力をお願いします。　　【問い合わせ】県営屋内温水プール（TEL：693-3751）

心豊かに暮らせるまちづくり　～雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

中央公民館 1階ロビー ふれあい広場展示のご案内どうぞご来場ください！

10月31日（月）まで中村マスミ　水彩画展

　今年は、　「旋律」～想いを1つに響かせよう～　とい
うテーマで、部門ごとに取り組んできました。開祭式で
は、生徒会執行部が合唱を披露し、テーマにかける想い
を全校に伝えました。その後行われた合唱コンクールで
は、各学級とも熱の入った合唱を行い、審査委員長の佐々
木郁二先生からもお褒めの言葉をいただきました。

　午後は吹奏楽部の発表、応援団・
チアリーダーの発表と続き、会場は
大いに盛り上がりました。最後の閉
祭式では、合唱コンクールの審査結果の発表、執行部の呼びかけなどが
あり、全校で雫中祭の成功を讃え合いました。
　展示では、学年ごとの行事や学習の記録、教科作品を教室に展示しま
した。また、美術部・家庭部の作品や生徒会・部活動・国際交流の記録、
わかすぎ学級の作品も展示することができました。

【サッカー】優勝
【バレーボール男子】２位【バレーボール女子】優勝
【バスケットボール女子】優勝
【バトミントン男子個人】
 シングルス１位　上村星輝／ダブルス２位　奥谷・田口組
【バトミントン女子個人】シングルス１位　山本愛満
【ソフトテニス女子団体】優勝
【ソフトテニス女子個人】
 １位　徳田・阿部組／３位　菊池・菊池組
【卓球男子団体】優勝
【卓球男子個人】２位　石亀光太郎／３位　下黒沢翔舞
【卓球女子団体】３位
【柔道男子個人】
 55㎏級１位　坂井和樹／73㎏級２位　櫻　亮

選手の活躍を期待しましょう！！応援よろしくお願いします。
　　県中学校新人大会 　（前期）：10月15日～16日
【サッカー】桜づつみ公園河川敷グラウンド・前沢中
【バスケットボール】県営体育館・盛岡体育館
【ソフトテニス】和賀川グリーンパークテニスコート
【卓球】紫波町総合体育館

　　　　　　　　　　　（後期）：11月19日～20日
【バレーボール】一関文化センター体育館ほか
【バドミントン】北上総合体育館
【柔道】久慈市民体育館

頑張っています！雫中生 ①　雫石中学校「雫中祭」　～10月 1日（土）

頑張っています！雫中生 ②　岩手地区中学校新人体育大会結果報告（県大会出場分）～9月17～18日

トピックス3

【柔道女子団体】２位
【柔道女子個人】48㎏級１位　千葉美絵
 52㎏級１位　足立菜摘／63㎏級２位　石山成美
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