
家読で　家族の心　ポッカポカ （田中　櫻士　上長山小 5年）

　10月の「生涯スポーツ推進月間」に合わせ、
10月15日（土）雫石町総合運動公園をメイン
会場に、雫石町スポーツ・レクリエーション
健康祭が開催され、参加者・スタッフ総勢300
人がスポーツの秋を楽しみました。
　会場内では、ソフトバレー大会や輪投げ大
会などの大会競技のほか、健康運動指導士に
よる体操や健康チェックなどが行われました。
　また、町内外からウォーキング愛好者が集
い、雫石・七ツ森ウォークが同時開催され、
雫石町役場から七ツ森自然公園まで、約10㎞
のコースを散策しました。外はあいにくの雨
となりましたが、ウォーキング参加者は秋の
景色を楽しみ、無事歩き切りました。

１）平成24年度全国高等学校総合文化祭出場決定!! ～雫石高校郷土芸能委員会
　10月15日に開催された県高等学校総合文化祭（郷土芸能部門）で、雫石高校郷土芸能委員会が「上
駒木野参差踊」で見事第 2位にあたる優秀賞第 1席に輝き、来年度の全国大会出場を決めました。

２）健闘雫中生!! 県中学新人体育大会（前期）で見事準優勝 !
　ソフトテニス女子個人戦で、徳田彩香・阿部綾夏組が準優勝の成績を収め、県インドア大会の
出場権を獲得しました（その他の上位成績も 5ページで紹介！）。

３）小学生も快挙!! 2011全日本サマーノルディックスキー大会in鹿角で優勝!
　10月28日～ 30日に鹿角市で行われた大会で、町内の小中学生が大活躍！クロスカントリー競
技・小学５年女子３㎞フリーの部で、藤本真澄さん（大村スポ少）が見事第 1位に輝きました（そ
の他の上位成績も 5ページで紹介！）。

家読標語コンクール　入選作品

スポーツの秋を満喫！～2011雫石町スポーツ・レクリエーション健康祭～
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　12月10日（土）、13：00から野菊ホールを会場に雫石町教育振興運動実践交流会が開催さ
れます。町の子育てを「学校・家庭・地域・行政」のみんなで一緒に考え合う場です。
　町民の皆さん方が、多数参加してくださることを願っています。

開会行事　………13：00～ 平成23年度家読標語コンクールの表彰式も行います。
子育て講演会　…13：30～ 菊池雄治氏（西武ライオンズ・菊池雄星投手の父）の講演

　花巻東高校からプロ野球に活躍の場を広げている菊地雄星投手は、読書大好きという一面も知られて
います。
　雄星投手の幼年期や少年期のエピソードをもとに、子育てについて一緒に考えてみようという視点か
らお話しして頂きます。

活動発表　………14：50頃～ 橋場小実践区から、地域と取り組んでいる「こまくささんさ」を発表！
実践発表　………15：10頃～　　橋場・安庭・雫石小実践区からの報告です。感想や意見交流もあります。

　安庭小実践区では、「読書」と「あいさつ・言葉遣
い」について五者で連携した活動を通して子育ち環
境を整備していくことを目指しています。実践交流
会では、「読書」については子供たちの取り組みにつ
いて、「あいさつ」については学校と連携して各家
庭で取り組んだことについて発表します。本の世界
にひたったり笑顔であいさつをしたりすることによ
り、他に心を寄せ、優しい気持ちで生活できる子供
たちが育つ環境作りを実践区でしているところです。

安庭小学校実践区

　本実践区では、「『ふるさと雫石』学習を通
して、地域を学びの場・ふれ合いの場へ」を
基本方針に地域との繋がりを深めています。
　それと同時に、県の課題の一つ『家庭学習
の習慣化』にも取り組み、先日、児童・保護
者向け２部構成の講演会を実施、共に学び始
めるきっかけとなりました。

　橋場小学校実践区では、「子ども達の健全育成をめざして～地域
の中ですくすく育て橋場の子～」をテーマに地域の皆さまの協力を
得ながら、「学区民大運動会」「資源回収」「魚つかみ」など様々な
取り組みを進めています。その中から、今回は「橋っ子もちっこそ
ばっこ祭り」を中心に発表いたします。これは体験学習の一環とし
て地域の方々のご指導のもとに育てたそばの収穫をお祝いすると共
にお世話になった方々への感謝の会でもあります。今年は、被災さ
れた陸前高田市立気仙小学校の皆さんもお招きして行う予定です。
　また、活動発表では地域に伝わる「こまくささんさ」を全校児童
で元気に踊りたいと思います。

雫石小学校実践区

橋場小学校実践区

【教育振興運動に関する問い合わせ】　社会教育課（692-6590）

特　集❶
～平成23年度雫石町教育振興運動実践交流会  開催!～

♪３実践区の実践活動紹介♪
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　10月６日（木）・７日（金）に、『ふるさと岩手での
学びを生かし、新しい時代を築く心豊かな子ども
の育成～へき地・小規模・複式学級を有する学校
の特性を生かした学校・学級経営と学習指導の変
化・充実をめざして～』を研究主題として第27回
東北地区へき地教育研究大会岩手大会が開催され、
橋場小学校でも６日に「分科会」の会場として公
開授業及び分科会が行われました。

　橋場小学校の研究主題は、『主体的に学ぶ子どもを育てる指導のあり方～算数科
複式指導の特性を生かして～』で、３・４年生の複式学級では、３年生が「大きい
数のわり算を考えよう」、４年生が「わり算の筆算を考えよう」について合計４人
の児童が学びました。また、５・６年生の複式学級では、５年生が「比べ方を考え
よう」、６年生が「速さの表し方を考えよう」について合計７人の児童が学びました。
　どちらの学級でも、積極的に手を挙げる姿が見られ、問題解決に向けて児童それ
ぞれの意見を取り入れながら全員で協力して解決していく姿が印象的でした。また、
担任の先生も児童にヒントを具体的に与えながら、解決に向けた道筋をわかりやす

く示していました。
　複式学級にはさまざまな課題があるとは思いますが、いろいろな工夫ができれば多くのメリットも生み出せることを
実感できた公開授業でした。橋場小学校の児童・教職員の皆さん、協力して頂いた父母の皆さん、大変お疲れ様でした。

特　集❷
～橋場小学校で「東北へき研岩手大会」が開催～

～家読におすすめ〈11月のテーマ「岩手の民話を味わって」〉～

乳幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉

 教育委員会定例会リポート（9・10月）
　10月の定例会では、審議案件はありませんでした。9月の質疑事項につきましては、紙面の都合上、11月定
例会審議案件・10月質疑事項と合わせ12月号でお知らせいたします。  【問い合わせ】学校教育課（692-6577）

　秋の夜長、自然豊かな郷土岩手に語り伝えられている昔話を読み聞かせしてみませんか？今回は、岩手出身の
作家による岩手の民話絵本を紹介します。

　ころんと転がったにぎりめしを追
いかけたじい様は地蔵様の前へ。汚
れたところは自分で食べ、きれいな
ところをお供えしたら地蔵様が自分
の体に登ってお堂の天井に身を隠せ
という。もったいないと断るが、地
蔵様がいいから登れという。すると
…。

　北上川のほとりで鮭を捕って暮ら
すやざえもんはキツネの宝珠を手に
入れます。ある日、道に迷った女の人
が訪ねてきて一緒に暮らすこととな
り、やがて子どもも授かりました。三
人は幸せに暮らしていましたが、宝
珠を見つけた母は…。豊かな自然と
一体となれるようなお話です。

　具合の悪いお母さんがなしを食べ
たいという。そこで 3 人の兄弟は山
へなしもぎに出かけました。
　 1番目のたろうは、ばあさまの
言うことを聞かずに沼の主にのみ込
まれ、2番目のじろうものみ込まれ、
3番目の三郎は…。長年読み継がれ
ている感動のお話です。

☆にぎりめしごろごろ
 （小林輝子・再話/赤羽末吉・画）

福音館書店

☆きつねのおきてがみ　
 （菊池敬一・文/丸木俊・絵）

　　小峰書店

☆やまなしもぎ
 （平野直・再話/太田大八・画）

　福音館書店
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【期　日】11月26日（土）
【時　間】14：00開演（13：30開場）
【場　所】中央公民館野菊ホール
【出　演】４代目　三遊亭金馬

東京ボーイズ（漫談）
古今亭朝太（二つ目）

【入場料】前売り1,000円（当日1,500円）
＊小学生未満入場不可
＊無料託児室あり

【プレイガイド】
　川徳プレイガイド（651-1111）
　プラザおでって（604-3305）
　中央公民館及び各地区公民館で絶賛発売中！
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）
【託　児】無料託児ご希望の方は、11月25日（金）までにお申し込みください。

①〈テーマ〉「知っておくと便利　お重クッキング」
〈メニュー〉鶏肉の二色巻き、里いもだんご　ほか
②〈テーマ〉「いい血をふやそう貧血対策クッキング」
〈メニュー〉ひじきご飯　五目茶碗蒸し　ほか

【日　時】
　①12月11日（日）10：00 ～ 13：00
　②12月14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
【受講料】①②どちらも１人500円
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】①②それぞれ先着15人
【申し込み】12月２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。

 【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

【期　日】12月18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】小学生以上・先着80人
【鑑賞料】一般500円（小中学生・高校生無料）

＊鑑賞には申し込みが必要です。
【申し込み】12月15日（木）までに中央公民館へお申
し込みください（受付時間：平日８：30～17：15）。
【託　児】無料託児室を設置できます。ご希望の方
はお申し込みください。

モーツァルトが !?ショパンが !?リストが !?
クラシック音楽と懐かしのメロディーに笑いをのせた

異色のコラボレーションステージ！
俳優・斎藤晴彦氏＆ピアニスト・住友郁治氏の

「抱腹絶倒音楽会♪」

☆ヘルシークッキング 2本立て☆ ☆雫石なんだり鑑賞教室・
クラシック＆なつかしの歌編☆

〈４代目三遊亭金馬〉 〈東京ボーイズ〉 〈古今亭朝太〉

〈ピアニスト・住友郁治氏〉〈俳優・斎藤晴彦氏〉
〈こんな感じで楽しく作る　健康料理!〉

～落語パワー　笑って心身リフレッシュ！～☆しずくいし寄席☆



5 広報●教育しずくいし●2011●11●No.80●

【開催日】11月27日（日）
【会　場】雫石町営屋内ゲートボール場
【参加資格】町内在住または勤務・通学する小学３
年生以上の方
【チーム編成】
・原則として行政区対抗とし、チームは５～８名で
構成します。

・希望により、監督又は主将を希望により雫石町
ゲートボール協会から派遣します。

・参加者が５名に満たない行政区は、１名からでも
参加できるものとし、その際事務局において混合
チームを編成します。

【その他】スティック等の用具は協会で準備します。
【申し込み】所定の用紙により11月22日（火）までに
町営体育館（692-1644・担当　横森）または町営
屋内ゲートボール場（695-2031・担当　木村）に
申し込みください。（申込用紙も同所にあります）。

●11月～12月の主な行事予定●
【11月】
　11日㈮　第58回雫石町小・中学校音楽会
　12日㈯　第 5回雫石町親子読書のつどい
　　　　　第19回雫石町民バドミントン大会
　　　　　（中学生の部）
　13日㈰　御所地区卓球・綱引き大会
　　　　　第19回雫石町民バドミントン大会
　　　　　（小学生・大人の部）
　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）
　27日㈰　第 6回雫石町民ゲートボール大会
　29日㈫　小・小連携交流会②
　　　　　（七ッ森・上長山・下長山・西根・大村）
【12月】
　10日㈯　雫石町教育振興運動実践交流会
　22日㈭　教育委員会議
　　　　　小学校終業式（雫石・七ツ森・上長山・
　　　　　下長山・西根・御明神・橋場・大村・
　　　　　安庭）・中学校終業式
　26日㈪　南畑小終業式

①健闘雫中生!! 県中学新人体育大会（前期）入賞分
　10月15日（土）～16日（日）

《ソフトテニス女子団体》
　ベスト８（県インドア大会出場）
《ソフトテニス女子個人》
　2位　徳田彩香・阿部綾夏組（県インドア大会出場）
《陸上競技》
・共通棒高跳び　６位　正木　慎一
・１年男子100ｍＨ　８位　村崎　拓斗

②雫石地区行政区対抗卓球大会～10月16日（日）
【優　勝】七ツ森・丸谷地行政区　
【準優勝】中町一行政区　【第３位】東町・下町四行政区

③平成２３年度雫石町民グラウンド・ゴルフ大会
　～10月16日（日）

《男子の部》【優　勝】皆川　文雄　
【準優勝】大村　滋充【第３位】佐山　武史
《女子の部》【優　勝】佐々木　耀子　
【準優勝】川口　恵美子【第３位】小田　チヨ

④小中学生大活躍!!　2011全日本サマーノルディックス
キー大会in鹿角＆SAJ　A級公認鹿角サマージャンプ・コン
バインド大会  ～秋田県鹿角市　10月28日（金）～30日（日）
【クロスカントリー】
《小学５・６年女子スプリント》
   ２位　藤本　真澄（大村スポ少）
《中学男子スプリント》 ４位　藤本　雄大（雫石中）
《中学女子スプリント》 ４位　高橋　杏（雫石中）
《小学４年男子３㎞フリー》 ５位　高畑　拓実（大村スポ少）
《小学５年男子３㎞フリー》 ５位　村田　涼輔（大村スポ少）
《小学１～３年１㎞フリー》
   ４位　藤本　妃香里（大村スポ少）
《小学５年女子３㎞フリー》 １位　藤本　真澄（大村スポ少）
《中学男子７．５㎞フリー》 ４位　藤本　雄大（雫石中）
《中学女子５㎞フリー》 ６位　高橋　杏（雫石中）
【ジャンプ】
《スモールヒル小学生　K＝20ｍ 》
   ６位　村上　優空
    （雫石ジャンプスポ少）
【コンバインド】
《中学生　HS＝56/ ３㎞》 ４位　村上　純人（雫石中）

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！

☆第 6回雫石町民ゲートボール大会☆

申し込みください。（申込用紙も同所にあります）。
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新着図書をご紹介！（9/21 ～ 10/20受け入れ分　計115冊）

・黒猫オルドウィンの探索
……………アダム・ジェイ・エプスタイン

・マジックアウト １……………………佐藤　まどか
・ねえ、おきてる？……ソフィー・ブラックオール
・ひきざんもできる名犬シロ………………東　君平
・シャーロックホームズ＆イレギュラーズ（１・２）

……………………………Ｔ．マック ほか
・14歳からの原発問題……………………雨宮　処凛
・ぞくぞく村のかぼちゃ怪人……………末吉　暁子
・あした７つになれますように…………藤川　智子
・モナミは世界を終わらせる？…はやみね　かおる
・モナ・リザをぬすんだのはだれ？

…………………………ルーシー・ナップ
・ココロ屋………………………………梨屋　アリエ
・ももんちゃん ぎゅっ！…………とよた　かずひこ
・少年弁護士セオの事件簿 １…ジョン・グリシャム
・うさこちゃんとふがこちゃん

………………………ディック・ブルーナ

● ヤング・児童書 ●● 小説 ●
・七人の探偵のための事件…………………芦辺　拓
・人生教習所………………………………垣根　涼介
・味なしクッキー………………………岸田　るり子
・隣　人…………………………………喜多　由布子
・境　遇……………………………………湊　かなえ
・バット・ビューティフル………ジェフ・ダイヤ－
・虫けらの群霊……………パウル・シェーアバルト
・海遊記……………………………………仁木　英之
・カンタ……………………………………石田　衣良
・金米糖の降るところ……………………江國　香織
・平成猿蟹合戦図…………………………吉田　修一
・警官の条件………………………………佐々木　譲
・おまえさん（上・下）………………宮部　みゆき
・景福宮の秘密コード（上・下）…イ・ジョンミョン
・転　迷～隠蔽捜査 ４ ……………………今野　敏

【日　時】11月17日(木)10時30分から
【会　場】中央公民館２階　視聴覚室
【プログラム】
・えほん『プータンいまなんじ？』　ほか
・かみしばい『もりのぶらんこ』
・パネルシアター『ねずみくんのながいパン』
・こうさく『ぱくぱくにんぎょうをつくろう』　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】11月26日(土)10時から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『もったいないばあさんのいただきます』
　　　　　　　　　…………真珠　まりこ・作・絵
・『ワンガリの平和の木』
　　　　　……ジャネット・ウィンター・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・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

● 一般書 ●
・大江戸事件帖お散歩マップ…お江戸歴史探訪研究会
・昭和、家族の見識………………………新井　えり
・保存版 簡単木工作例100 …………………学研 編
・がんもうつも、ありがとう！と言える生き方

……………………音無　美紀子
・辞める首相 辞めない首相…………………塩田　潮
・百　歳……………………………………柴田　トヨ
・10年後を後悔しない20の言葉…………辻川　泰史
・日本に自衛隊がいてよかった…………桜林　美佐
・福島原発事故………………………………田邊　裕
・オンナ塾……………………………………ＩＫＫＯ
・シニアが楽しむちょっとしたリハビリのための
　手あそび・指あそび……………………今井　弘雄
・流転の子…………………………………本岡　典子
・10歳の放浪記…………………………上條　さなえ
・信託のすすめ……………………………永田　俊一

※“本のこうかんひろば”
開催します

　読まなくなった本を持ち込んだり、読みたい
本を持ち帰ったり、もちろん両方でもＯＫ!!
開催期間は６日間です。どうぞご利用ください。

　【期　間】12月10日（土）～ 15日（木）
　【場　所】中央公民館１階　ふれあい広場

※マンガ雑誌や週刊誌及び書き込み・落書き等
をしている図書の持ち込みはご遠慮ください。

〈11～12月の休館日ご案内〉【11月】14、21、23、28日　【12月】5、12、19、23、26、29～31日

 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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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！

　 「かしこく　ゆたかで　たくましい子ども」が
本校の教育目標です。
　本校教育の特徴的なものとして「ふるさと雫石
学習」があげられます。
　これは、体験的な学習や問題解決的な学習を通
して、「ふるさと雫石」のすばらしさを学びながら、
子どもたちに自ら学び自ら考える力を育成し、学
びやものの考え方を身につけさせるとともに自己
の生き方について考えることができるようにし、
各教科で身につけた知識や技能等と関連付け、そ
れらが相互に働くようにすることを目標にしてい
ます。
　３・４年生では「雫石を 知る 調べる」をテー
マにさんさ名人を目指したり、野菜の育て方を勉
強したりします。（３年生ではユニバーサルデザ
インの学習にも取組んでいます。）
　５・６年生では「雫石を 守る つくる」をテー
マにキャリア教育やソーシャルスキルを学んでい
ます。

　また、本校の取組みの一つとして地域貢献があげられます。
　「自分達の出来ることで地域貢献」を合言葉とし、１・２年
生は、よしゃれ祭りにおいて「ロック調よしゃれ」の演舞で祭
りを盛り上げました。
　３・４年生は、敬老会で「さんさ踊り」を披露しお年寄りの
皆様から多くの拍手をいただきました。
　５・６年生は、交通安全パレードや、よしゃれ祭りで鼓笛を
披露しています。それらの活動が評価され、９月30日に県の交
通安全優良団体として表彰されました。今、雫石小学校が、輝
いています。

雫石町立雫石小学校長　外岡立之介

　10月1・2・9・10日の 4日間にわたり、県営野球場をメイ
ン会場に、県早起き野球大会が行われました。雫石町からは、
今年度町大会優勝の『リラックス』、準優勝の『ハイテンショ
ン』チームがそれぞれ参加しました。　
　「リラックス」は 2回戦から登場し、昨年度の優勝チーム
と戦い勝利。準々決勝・準決勝と接戦をものにし、決勝で惜
しくも敗れはしましたが、見事に準優勝の成績を収めました。
村田監督は、「決勝まで行けたことがチームの宝物になった。
これからも楽しい野球を続けていきたい。」と話していまし
た。「ハイテンション」は、 2回戦で惜しくも敗れました。
 来年の、さらなる雫石町チームの健闘に期待しましょう！

次回は橋場小学校からの情報をお送りする予定です。

　≪３・４年生　さんさ踊り≫

≪５・６年生　交通安全パレード≫

≪１・２年生　ロック調よしゃれ≫

第41回県早起き野球選手権大会で「リラックス」チーム準優勝！～１０月1日ほか

今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№78 雫石小学校　編～

ふるさと学習と地域貢献

トピックス1

≪準優勝を収めた「リラックス」のメンバー≫
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広報「教育しずくいし」12月号は　12月 8 日（木）発行です。

● あとがき ●
　私が通っている英会話教室の先日の議題が「死ぬまでにしたい
ことトップ５は？」でした。富士山登頂したい！マチュピチュに
行きたい！お菓子の家を作りたい！言うだけ、想像するだけなら
タダなのですよね…。想像力をたくましくしたいと思います。（Ｎ）

　朝晩寒くなってきましたね。我が家の寒い夜の必需品（!?）・
それはホッカイロビッグ（娘1：2歳10か月）とホッカイロミ
ニ（娘２：８か月）！これがあれば真冬も平気？しかし、とき
どき「ウェーン」と泣きます。ゆっくり眠れません… （Yasu）

　12月11日（日）午前9時～午後5時
まで無料開放を行います。ただし利用
時間に制限がありますので、詳しくは
町営体育館までお問い合わせください。

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27日（日）まで休館といたします。
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）

＜お詫びと訂正＞10月号の掲載記事に誤りがありましたので、ここにお詫びして訂正いたします。
　①P2　雫石の教育　特集　各実践区の取り組み状況の写真
　　１）誤：雫石地区の写真　正：御明神地区の写真　　２）誤：七ツ森地区の写真　正：雫石地区の写真
　　３）誤：御明神地区の写真　正：七ツ森地区の写真
　②P2　雫石の教育　特集　各実践区の取り組み状況　御明神地区の記事中　誤：文書　正：分署
　③P5　町内各種スポーツ結果報告　⑨御所地区親善ゴルフ大会優勝者氏名　誤：高橋正博　正：高橋政博
 町民並びに関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

雫石町営体育館無料開放

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！

　１学期に行われた第１回の交流会と小学校の組み合わせを変え、
11月に「第２回小・小連携交流会」を開催します。
　Ａグループは、11月25日（金）に御明神小を会場として、第１回
に御明神・橋場・南畑・安庭小で活動した54人が、雫石小の63人と
合同で４クラスに別れて活動します。
　Ｂグループは、11月29日（火）に七ツ森小を会場として、第１回
に雫石小と一緒に活動した七ツ森・上長山・下長山・西根・
大村小の55人が２クラスに別れて活動します。
　２回の取り組みで、すべての小学校が大規模校での生活を
経験することになります。１回目の活動で自信をつけ友情を
深めた６年生のみなさんの、前回以上の親密で中身の濃い活
動が期待されます。前回に続き、昼食はお弁当です。楽しそ
うにお弁当を食べる姿も新鮮でした。
　町の取り組みとして２年目の小・小連携交流会は、６年生
担任の11人の先生方も昨年以上の力の入れ方で準備を進めてくれています。昨年の２回目の交流会では、中学
校入学まであと４ヶ月ということもあり、１学期以上に他校との交流が活発でした。受け身の活動から、自分
から友だちを作ろうという意欲を持っての取り組みになっていました。
　どちらの交流会も、午前の活動：10：45 ～ 12：30、午後の活動：13：30 ～ 15：00の日程です。事前の申し
込みは不要です。どの時間帯でもかまいませんので、子どもたちのがんばりをご覧になりに会場にお越し下さい。

第２回小・小連携交流会　11月25日・29日に開催！ 

11月24日（木）まで11月24日（木）まで★読書カード　我が家おすすめの 1冊展
11月25日（金）～12月 2日（金）11月25日（金）～12月 2日（金）★御所湖清流を守るポスター展

どうぞご来場ください！

中央公民館 1階ロビー ふれあい広場展示のご案内

トピックス2


