
特集1

特集2

1

NO.76
 2011.7

 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７月14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・なんでも掲示板・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～　〕

【優勝種目（団体）】
・バレーボール男子
・バレーボール女子
・バスケットボール男子
・バドミントン男子
・バドミントン女子
・ソフトテニス女子
・卓球男子

【優勝種目（個人）】
・バドミントン男子シングルス
　原　優助選手
・バドミントン男子ダブルス
　中村・野田組
・バドミントン女子シングルス
　山本　愛満選手

　
・バドミントン女子ダブルス　佐山・平渡組
・ソフトテニス女子個人戦　徳田・瀬川組
・卓球男子個人戦　松村　信吾選手
・柔道男子個人戦　55kg級　坂井　和樹選手
・柔道女子個人戦　63kg級　岩持　瑠璃選手

めくるたび　広がる世界　家読で （須藤　茉由菜　雫石中１年）
家読標語コンクール　入選作品　

　６月22日に第45回雫石町小学校陸上記
録会が行われました。梅雨入りしたため
雨も心配されましたが、強風の中では
あったものの概ね晴天でスムーズに競技
が行われました。選手は日頃の練習の成
果を発揮しようと精一杯競技に取り組
み、応援している児童も選手が頑張れる
よう大きな声で応援し、とても元気付け
られる大会になりました。
　記録としては、ボール投げのルールが
変更になったことで大会新記録が４つ誕
生しました。その中でも５年男子の伊藤
選手は、従来の記録を約１メートル上回
る新記録を達成しました。
　応援にきてくださったお父さん、お母
さん、おじいさん、おばあさん、そして
地域の皆さん、熱い声援ありがとうござ
いました。

　今年も雫石中学校の生徒が大活躍しました。団体戦では、男女合わせて７種目で優勝、その他にも３種目で県大会
出場を決め、個人戦でも８種目で優勝、多数の種目で県大会出場を決めました。
　県大会は、７月16日（土）から18日（月）まで県内各地で行われます。出場者の健闘をお祈りします。

第４５回雫石町小学校陸上記録会　―６月２２日（水）

岩手地区中学校総合体育大会　－６月１８日（土）～２０日（月）－

【小学校陸上記録会上位入賞者・成績】【地区中総体上位入賞及び県大会出場分】は別刷り折り込みで紹介！

【各種目の優勝者紹介】（敬称略）◎は大会新記録
種　目 ５　年 ６　年

100M
男子 正木　佑磨（雫　石） 松原　恭太（上長山）
女子 石川　瑞穂（七ッ森） 伊藤　愛弓（雫　石）

200M
男子 櫻田　　俊（西　根） 松原　恭太（上長山）
女子 石川　瑞穂（七ッ森） 櫻田咲也花（西　根）

1000M 男子 佐々木玖弥（雫　石） 松井　僚亮（雫　石）
800M 女子 中村　　綾（雫　石） 櫻田咲也花（西　根）

80MH
男子 横手　拓夢（雫　石） 澁田　瑛樹（安　庭）
女子 村田　萌音（安　庭） 水口　優依（御明神）

ボール
投げ

男子 伊藤　広樹（安　庭）◎ 高橋　慧太（安　庭）◎
女子 長牛千恵理（七ッ森）◎ 笹川　優香（下長山）◎

走り
高跳び

男子 山崎　颯汰（下長山） 川崎　清純（安　庭）
女子 吉田　茉央（七ッ森） 高橋　朱凜（南　畑）

走り
幅跳び

男子 高藤　成作（南　畑） 小西　　弾（安　庭）
女子 高前田愛奈（下長山） 谷地　明香（雫　石）

400M
リレー

男子 雫石小学校
女子 下長山小学校

275_106_321.indd   1 11/07/08   18:12



2  広報●教育しずくいし●2011●7●No.76●

特集 ～中継…各実践区の取り組み状況（1）

　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が、
各実践区では特徴を生かした個性豊かな取り組みが繰り広げられています。
　今月号から、シリーズとしてそれぞれの実践区での取り組みを紹介していきます。
　第１回は、七ツ森小学校・西根小学校・雫石高校実践区からの報告です。

「進めよう 夢と希望の 振興を 共に考え 共に実践」（岩手県キャッチフレーズ最優秀賞）

　４月23日は「子ども読書の日」です。これは、読書への関心を
高めるため国が定めたものです。七ツ森小学校では、毎年、前日
の４月22日を「七ツ森小学校読書の日」として、担任による読み
聞かせを行ったり、ブックトークなどの本に親しむ活動を行った
りしています。今年も昨年の教育振興運動実践発表会の成果を生
かし、ＰＴＡ有志の皆さんの読み聞かせ活動や朝読書、親子夕読
み、長期休業中の親子読書を通して読書活動の推進を図っていき
たいと考えております。

　H21～23年の全県共通課題「家庭学習の充実」と「読
書活動の推進」に努めています。県の目標である中学３
年生家庭学習120分以上35％に及びませんが、週末課題
等を用意し学習の定着を目指しています。
　また、図書館の環境を改善して利用者を増やそうと、
本校ＰＴＡ学年理事と生徒図書委員が協力して図書館整
備を行っています。短時間の開館ですが、生徒の図書館
利用が少しずつ増えてきています。

　西根小学校実践区では、６月10日に５者の代表による推進
委員会を開催し、子育ち環境の見直し、実践課題の推進等に
ついて話し合いを行いました。
　子育ち環境の見直しの話し合いの中では、地域の方から、
はきはきした挨拶で元気をもらっている等のうれしい言葉を
頂きました。
　実践課題については、これまで本実践区が取り組んできた
「アチャン師に学ぶ助け合い」と「わたしたちの西根さんさ」
の継続とともに、今年度はテレビやゲーム、パソコン等のメ
ディアに費やす時間を減らすことを取り組むことにしました。
　環境意識の高揚、省エネのみならず「読書大好き雫石っ子」
の推進とも合わせ、６月と11月に強化週間を設定して取り組
みます。その中で具体的な取り組みや感想等を交流し、活動
を広げていきたいと考えています。

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692-6590）

七ツ森小学校

西根小学校

雫 石 高 校
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～家読におすすめ〈７月のテーマ「星に願いをこめて」〉～
　７月７日は七夕。昔からさまざまな国で人々は星空をながめながら夢や希望を語り合ってきました。今月は星
にかかわる素敵な本を紹介します。本を読んで、美しい星空を見上げて、星探しを楽しんでみませんか？

むかしむかしの中国の天のおはな
し。「おりひめ」と「うしかい」は
出会ったとたん好きになってしま
い、あんなに一生懸命だった仕事を
忘れてしまいます。そのために会え
なくなって…。七夕ものがたりのは
じまりです。

　ギリシャ・ローマの神話や伝説を
中心に星座にまつわるさまざまな物
語を紹介している本、さそり座・い
て座・へびつかい座…。さあ、本を
読んで星空をながめ星座を探してみ
ましょう。秋や冬や春の星座ものが
たりもあります。こちらも読んでみ
ましょう。

☆行事由来のえほん
「たなばたものがたり」（舟崎克彦・文
／二俣英五郎・絵）　 　　教育画劇

☆夏の星座のものがたり
　（瀬川　昌男・著）　　　小峰書店

☆ひさの星（斎藤隆介・作／
岩崎ちひろ・絵）　 　　岩崎書店

乳幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

　昨年度、岩手県は県内中高生におすすめ図書100冊を選定し、ブックレットにして、
県内中高生全員に配布しました。『岩手の中高生自身がおすすめする図書』、『県民の
みなさんが中高生に読んで欲しい図書』、『本県出身の作家が執筆した図書や本県を舞
台にした作品』という３つの視点で選書されており、中高生だけでなく、大人にもお
すすめの図書がいっぱいです。家読で読む本の参考にしてはいかがでしょうか？

〈これらの本とパンフレットはすべて町立図書館にあります〉

　ひさという無口でおとなしい女の
子のお話です。ある夏の大雨の日、
３才の男の子を助けた後、川にのま
れてしまって…。一晩中、村人が探
しても見つからず、やがて明け方に
星が輝くのでした。ひっそりと輝く
星の美しさをたたえる感動の絵本で
す。

番外編

 教育委員会定例会リポート
―その１　報告編（６月定例会）　以下の報告が承認されました―

１．雫石町公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求めることの専決処理の報告について

―その２　質疑応答編（５月定例会）―
①全国学力・学習調査について
委員　今年度の全国学力・学習調査は、東日本大震
災の影響により９月以降に希望校に無償で問題を
提供するようだが、全ての学校でなるべく実施し
たほうがいいと思う。

教委　全国学力・学習調査については、小学６年生
と中学３年生を対象として国語と算数・数学の２
教科の調査を行います。希望校には無償で問題が
提供され、採点や集計は学校や教育委員会が行う
こととなります。事務局としては、町内全校で実
施し、その結果を踏まえて今後の授業や指導に活
かしていきたいと考えております。

②中学校における確かな学力の育成について
委員　中学校で大変なのは学習と部活動との両立だ
と思う。スポーツは賛成だが、「適度な」が入ら
ないと子どもたちの確かな学力が身につくか心配
である。
教委　他地区の中学校では、３年間のまとめのよう
な参考書兼問題集があります。雫石中学校ではそ
のようなことは行っていないと聞きましたが、中
学校においてもこのような取り組みを行うことに
より、１・２年生時の復習にもなるし、３年生の
確かな学力の定着につながってくるものと思いま
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）

委員　委員 委員　委員

教委　教委 教委　教委

～きっとみつかるきみの一冊～　いわての中高生のためのおすすめ図書100選番外編
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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

【日時・送迎バス運行コース】
№ 日　時 送迎バス運行コース（停留所）
① ８月９日（火）　10：00～12：00 Ａ（大村小、南畑小、安庭小、歴史民俗資料館）
② ８月９日（火）　13：30～15：30 Ｂ（上長山小、西山公民館、下長山小、七ツ森公民館、東町公民館）
③ ８月10日（水）　10：00～12：00 Ｃ（橋場小、御明神小、西根小）
④ ８月10日（水）　13：30～15：30 Ａ（大村小、南畑小、安庭小、歴史民俗資料館）
⑤ ８月11日（木）　10：00～12：00 Ｂ（上長山小、西山公民館、下長山小、七ツ森公民館、東町公民館）
⑥ ８月11日（木）　13：30～15：30 Ｃ（橋場小、御明神小、西根小）
＊送迎バスの利用には申し込みが必要です。発着時刻は中央公民館へお問い合わせください。
　送迎バスを利用しない（中央公民館に直接来館できる）人は、①～⑥のどの日程でも参加できます。
【場　所】中央公民館
【講　師】（株）美建工業のみなさん
【対象・定員】町内の小学生・各回先着20人

【日　時】７月27日（水） 9：30～12：00
【場　所】御所公民館
【講　師】鈴木紀美子さん
【受講料】500円（材料費込み）
【対　象】町内在住または勤務の方
＊小学生の参加も可能です。小学生未満について
は、保護者同伴でご参加ください。
【定　員】先着10名
【その他】汚れてもいい服装で参加してください。
【申し込み】７月20日（水）までに御所公民館へお申
し込みください（受付時間：平日8：30～17：15）。

　岩手と秋田を結ぶ「秋田街道」の歴史とロマンを
たどってさわやかな汗をかこう！
【期　日】８月５日（金）
【内　容】9：15道の駅「雫石あねっこ」日本ハーブ
園前に集合し、道の駅から国見温泉口までバスで
移動の後、旧街道を歩いて道の駅まで戻ってくる
コースです（解散16：30）。
【参加料】一人200円（資料とお茶代）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・30人
 （親子参加・個人参加どちらも可能です）
【持ち物】お弁当、水筒、タオル、雨具、着替え
＊ハイキングに適した服装、履物でご参加ください。
【申し込み】７月29日（金）までに御明神公民館へお申
し込みください（受付時間：平日8：30～17：15）。

　8月16日に開催する「御明神夏祭り」の舟っこ流
しに、自分の灯籠を流してみよう！
〈「御明神夏祭り」は８ページをご覧ください〉

【期　日】８月３日（水） 10：00～15：00
 ＊上記時間内であれば随時作ることができます。
【場　所】御明神公民館
【参加料】無料（作成に使用する材料等はすべて公
民館で準備します）
【対　象】町内の小学生
【申し込み】御明神公民館へお申し込みください（受
付時間：平日8：30～17：00）。

　夏！涼しい曲り屋で昔の織物を見学、併せて体験
もしてみませんか？
【会　期】８月６日（土）～20日（土）
　　　　 午前９時～午後４時
【場　所】資料館曲り屋
【体験受け入れ】会期中の金・
土・日曜日には織り体験（も
じり織・さき織）ができます。

【入場料等】無料ですが、織り
体験で製作した作品を持ち帰
る場合は材料代（実費）をいただきます。
【問い合わせ】歴史民俗資料館（692-3942）

中央公民館手作りクラブ　～小さな木の家を作ってみよう！

御所公民館　トールペイント教室 第10回 みんなで歩こう！旧秋田街道

御明神公民館　灯籠づくり教室
歴史民俗資料館手作り展　麻織展示と織り体験

【受講料】１人500円
【申し込み】中央公民館へ８月４日（木）までにお申
し込み下さい。（受付時間：平日8：30～17：15）
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● ７月～８月の主な行事予定 ●
【７月】
　12日㈫～19日㈫　子育て講演会
　　12日㈫：御所地区　13日㈬：御明神地区
　　14日㈭：雫石地区　19日㈫：西山地区
　16日㈯～ 18日㈪　県中学校総合体育大会
　22日㈮ 小学校終業式
　　　　　（下長山・西根・橋場・大村）
　24日㈰ 雫石地区混合バレーボール大会
 第46回御所地区壮年男子ソフトボール大会
 御明神地区グラウンドゴルフ大会
　25日㈪ 小中学校終業式（南畑小・雫石中）
 教育委員会議
　26日㈫ 小学校終業式
　　　　　（雫石・七ッ森・上長山・御明神・安庭）
　27日㈬ 西山地区グラウンドゴルフ交流会
　28日㈭～ 31日㈰
　　　　　富士市・雫石町少年交流事業

【８月】
　 2日㈫ 第37回雫石町小学校水泳記録会
　 3日㈬～　東北中学校体育大会
　14日㈰ 雫石町長杯野球大会
　16日㈫ 第33回御明神夏まつり
　18日㈭ 小中学校始業式

（七ッ森小・下長山小・西根小・御明神
小・橋場小・雫石中）

　19日㈮ 小学校始業式
　　　　　（雫石・上長山・大村・南畑・安庭）
　21日㈰ 第36回西山地区混合バレーボール大会
　　　　　第11回よしゃれの里
 　雫石グラウンド・ゴルフ交流大会
　23日㈫ 教育委員会議
　28日㈰ 御明神地区親善ゴルフ大会
　　　　　雫石地区町民運動会
　　　　　第40回西山地区秋季野球大会
　 第57回御所地区町民運動会

（財団法人雫石町体育協会自主事業）
　登山に興味がある方なら、経験は問いません。
　夏休みにご家族で体験しませんか？
【主　催】財団法人雫石町体育協会
【期　日】８月６日（土）
　　　　 8：30 ケッパレランド集合・出発
【コース】ケッパレランドから山頂までの往復コース
【ガイド】雫石町山岳協会会員が同行します。
【参加資格・条件】小中学生とそのご家族（ペアで
参加できる方）で体力及び健康上問題がない方
【定 員】 先着20組
【参加料】１人500円（保険代含む）
【持ち物】昼食・雨具・補食・飲料水・着替えなど
【申し込み】７月19日（火）から町営体育館の電話
（692-5030）にて行います。期間は７月28日（木）ま
でです。
【問い合わせ】町営体育館（692-5030）

　平成28年度第71回国民体育大会岩手県大会、雫石
町で行われる予定のアーチェリー競技を体験してみ
ませんか？
【期　日】①８月27日（土）
　　　　 ②９月３日（土）
　　　　 ③９月10日（土）
　　　　 ④10月15日（土）（町スポレク祭と同時開催）
　　　　 ⑤10月29日（土）
【時　間】10：00～11：30
【場　所】雫石町営陸上競技場他
【講　師】岩手県アーチェリー協会員
【対象・定員】町内在住又は勤務の方
【受講料】１回につき1,000円
　　　　 （施設利用料・保険料含む）
【申し込み】７月22日(金)から町営体育館の電話
（692‒5030）にて行います。期間は８月５日（金）ま
でです。
【問い合わせ】町営体育館（692‒5030）

ファミリー登山　男助山へ挑戦アーチェリー教室開催

御明神公民館　焼き物クラブ　会員募集！
【活動日】５月～11月の毎週木曜日
【時　間】9：00～12：00
【場　所】御明神公民館
【会　費】年2,000円（材料代別途）
【問い合わせ】御明神公民館（692-3228）

御所湖川村美術館企画展　「ロシア展　～ロシアの風景～」
　ロシア出身の画家８人による風景画を展示してい
ます。盛岡市在住の岸伸介氏の彫刻も特別展示中！
　
【会　期】９月30日（金）まで
【問い合わせ】御所湖川村美術館（℡692-5931）
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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

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

【日　時】７月21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…………………『おふろちゃぷちゃぷ』 ほか
・かみしばい………………………『おそろいパンツ』
・パネルシアター…………………『おつむてんてん』
・こうさく…………『びっくりばこをつくろう』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】７月23日(土)10：00
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『はじまりの日』…………………ボブ・ディラン・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！（5/21～6/20受け入れ分　計80冊）

・クレプスリー伝説 Ⅱ ……………ダレン・シャン
・しろもくろも、みんなおいで…………あべ　弘士
・コウモリのルーファスくん…トミー・ウンゲラー
・バレエをおどるいぬなんていない？
　　　　　　　　……………………アンナ・ケンプ
・レッドデータガール ４ ………………荻原　規子
・千年の森をこえて…………キャシー・アッペルト
・サカサかぞくのだんなしぶいぶしなんだ
　　　　　　　　…………………………宮西　達也
・どんぐりノート……………………いわさ　ゆうこ
・親子でたのしむ楽しいあやとり 麻生　育子 編著
・資源・ごみ・リサイクルクイズ ワンステップ 編
・つんつくせんせいといたずらぶんぶん
　　　　　　　　…………………たかどの　ほうこ
・ぶた いろいろなかず …………… ユリア ヴォリ
・じょうろさん………………………おおの　やよい
・気まぐれな犯罪者………………………赤川　次郎

● ヤング・児童書 ●

〈７～８月の休館日ご案内〉　【7月】18、25日　　【8月】　1、8、15、22、29日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・昭和天皇と弟宮………………………小田部　雄次
・みんなの認知症…………………………岡崎　杏里
・ヘルプマン vol.16 …………………くさか　里樹
・ヘルプマン vol.17 …………………くさか　里樹
・中高年、登りきってもいないのに下り坂
　　　　　　　　…………………綾小路　きみまろ
・息子よ～真実のパク ヨンハ～ …… オ ヨンラン
・ヤンコフスキー家の人々…遠藤　公男
　　　　　　　　…………………主婦と生活社・編
・山歩きの基本がわかる本…………………川名　匡
・かんたん家事の知恵袋………………… 講談社 編
・きちんと着る着物のきほん……………荘司　礼子
・性同一性障害って何？…………………野宮　亜紀
・啄木日記を読む……………………………池田　功
・イーハトーブ悪人列伝……………………大角　修
・いま宗教にできること、できないこと …三土　修平

・唄う都は雨のち晴れ……………………池上　永一
・絆回廊 ～新宿鮫Ⅹ～ …………………大沢　在昌
・マアジナル…………………………田口　ランディ
・異　境……………………………………堂場　瞬一
・デカルコマニア………………………長野　まゆみ
・星守る犬…………………………………浜田　マハ
・誇りあれ……………………………………東　直己
・ブック・ジャングル……………………石持　浅海
・ヘッド・ライン……………………………今野　敏
・帝王星……………………………………新堂　冬樹
・草の花 ～俳風三麗花～ …………………三田　完
・陰陽師 ～醍醐ノ巻～ ……………………夢枕　獏
・熱海湯けむり……………………………佐伯　泰英
・紀伊ノ変…………………………………佐伯　泰英

※赤ちゃんといっしょに絵本で楽しい時間を！
　当館では、保健センターで行われる乳児健診
において、ブックスタートを行っております。
３年目となる今年度からは、対象を10 ヶ月児
とし実施しております。
　※該当のお子さんには健診会場で図書館ス
タッフがお声掛けをします。
　　この２冊の絵本をプレゼントします。
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№74 雫石中学校　編～

次回は下長山小学校からの情報をお送りする予定です。

あいさつを言える心の成長 雫石中学校　教諭　小　林　　　智

　本校に赴任して２年目になりましたが、素晴らしいと
思ったことがありました。それは、ＰＴＡの方々による
「朝のあいさつ運動」です。寒い日も、雨の日も、昇降
口の前に立ち、生徒たちに声をかけてくださる姿を見て、
「この子たちは幸せだな」と感じました。
　学校でも月はじめの３日間は職員あいさつ運動を行
い、生徒会執行部も昇降口に立ち、あいさつ運動を行い
ました。最初の頃は、あいさつを返す生徒は半分程度で、
ただうなずくだけの生徒もいました。あいさつを自分か
らする生徒は、ほとんどいませんでした。

　しかし、２学期頃からあいさつを返す生徒や自分から
あいさつをする生徒が徐々に増え、今年度に入ってから
は、自分から進んで「おはようございます」「こんにちは」
「おつかれさまです」と言える生徒が本当に多くなりまし
た。
　教育振興運動推進のため準備した横断幕には「あいさ
つは自分から　明るく　元気に　さわやかに」と書かれ
ています。あいさつを気持ちよく言える心があれば、きっ
と、まっすぐに伸びていけると感じています。

　６月12日、矢巾町を会場に第15回岩手県オープンレディースゲートボール大会（主催：県ゲートボール協会・参加
21チーム）が開催され、雫石チーム（雫石町ゲートボール協会）が６年ぶり２回目の優勝を飾りました。

〈結　果〉
優　勝　雫石チーム（雫石町）
準優勝　なかよし（矢巾町）
第３位　木曜クラブK（盛岡市）

雫石チーム、県オープンレディースゲートボール大会で６年ぶりに優勝 ！トピック
ス

〈写真後列左から〉　佐藤会長、若松よしのさん（桝沢）、舛澤クニさん、
木村マツさん（桝沢）、米澤カツ子さん（鴬宿）
〈写真前列左から〉　木村洋子さん（桝沢）、高橋貞子さん（高前田一区）

　雫石町ゲートボール協会はこのように各大会等で活
動しています。これからゲートボールを始めようとす
る方、興味をお持ちの方はお問い合わせください。
〈雫石町ゲートボール協会　担当：木村　695－2031〉

[各種スポーツ大会結果報告！]
①御所地区グラウンドゴルフ大会　～５月29日（日）
【優勝】鴬宿Ａ【準優勝】大村【第３位】片子沢Ａ
②雫石地区行政区対抗野球大会　～６月５日（日）
【優勝】林【準優勝】上町3【第３位】晴山・黒沢川
③御所地区行政区対抗混合バレー大会　～６月５日（日）
【優勝】矢櫃・町場・九十九沢混合チーム
【準優勝】安庭【第３位】片子沢・鴬宿
④西山地区行政区対抗野球大会　～６月５日（日）
【優勝】篠崎【準優勝】林崎【第3位】野中・八区
⑤第40回雫石町スポーツ少年団春季野球大会　～６月11日（土）～12日（日）
（メインの部）【優勝】西山ボンズ
　　　　　　 【準優勝】御明神ゴールデンイーグルス
（育成の部）　 【優勝】西山ボンズＪｒ
　　　　　　 【準優勝】御明神ゴールデンベアーズ
⑥御明神地区行政区対抗野球大会　～６月19日（日）
【優勝】まがき【準優勝】和野【第3位】南・天瀬
⑦雫石地区女子ソフトボール大会　～６月26日（日）
【優勝】谷地【準優勝】林【第3位】晴山
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もうすぐやってくる、雫石の夏！恒例行事のご案内

中央公民館 1階ロビー ふれあい広場展示のご案内

日本教育書道会雫石支部作品展 7 月29日（金）まで開催！どうぞご来場ください。
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広報「教育しずくいし」８月号は　８月11日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　約15年ぶりに小学校陸上記録会に。子ども達の運動能力の高さに
驚き、新記録達成かどうかの瀬戸際では一喜一憂！スポーツ観戦の
楽しさを再確認しました。これからの季節は各種大会が目白押しで
す。みなさんも足を運んでみてはいかがでしょうか。（Ｎ）

　先日、白沼のモリアオガエル繁殖地に行ってきました。滝の上温
泉から山道を１時間以上（標準）登らないと行けない、まさに秘境
です。それもそうですが、滝の上温泉自体も役場から20 km以上！
車のない時代、よく歩いていけたものだと感心。（Yasu）

～～ ホットスイムからのお知らせ ～～
①夏期期間の開館時間を下記のとおり変更します。
【期　間】７月25日（月）～８月19日（金）
【開館時間】月曜～金曜…10：00～20：00／土・日曜・祝日…10：00～17：00
※ 東日本大震災発生以降「節電対策」として土曜日の営業時間を短縮しています。ご協力をお願いいたします。
②８月１日（月）・２日（火）は、雫石町水泳記録会開催のため全館貸し切りとなり、一般利用はできません。
③８月７日（日）10：00～17：00は夏休み企画無料開放を行います。皆様のご来場をお待ちしております。

トピック
ス

雫石中学校吹奏楽部と一夜限りのオーケストラを結成！

【日　時】８月28日(日) 開演16：00（15：30開場）
【場　所】中央公民館野菊ホール
【曲　目】ヴィヴァルディ：合奏協奏曲「四季」他
【入場料】前売500円（当日700円）
＊小学生以下無料・未就学児は入場不可（託児室あり）
【前売り開始】７月20日（水）
【入場前売券取扱場所】中央公民館及び各地区公民館、
カワトクプレイガイド、プラザおでって

【託児室】無料託児室を設置しますので、ご希望の方
は事前にお申し込みください。

【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

【期　日】８月16日（火）
【内　容】盆踊り大会　18：00～19：20
　　　　 舟っこ流し　20：15～
　　　 　花火大会　　20：25～
＊盆踊り大会に参加した方は、豪華景品が当たる大抽
選会へ参加することができます。（ただし、景品に
は限りがあります）

【場　所】
 御明神公民館駐車場（盆踊り大会）
 御明神大橋河川敷（舟っこ流し、花火大会）
【問い合わせ】御明神公民館

【日　時】８月27日（土）　
　　　　 １回目　11：30～
　　　　 ２回目　14：30～
【場　所】小岩井農場まきば園
【曲　目】モーツァルト：
 ディヴェルティメント 二長調 Ｋ.136他
【入場料】コンサートは無料ですが、まきば園内に入
るための入場料が必要となります。小岩井農場まき
ば園へお問い合わせください（電話692-4321）。

野菊ホールメインコンサート まきば園ミニコンサート

舟っこ流しのようす

☆第６回クラシックコンサートin 雫石☆～東京芸大生とのふれあい音楽祭～

――― 第33回御明神夏まつり ―――
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