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特集 みんなで考えよう！雫石の子育て

〜地区子育て講演会に学ぶ

７月は子育て講演会の月です。今年度も、４地区で実践区の取り組み状況を交流後、〈携帯やネットの怖さ〉
〈食生
活の見直し〉
〈大人の責務〉
〈脳が悲鳴を〉をテーマに、参加者は子育ち環境の問題点をそれぞれ講師の先生方から学
びました。

手軽さの裏に危険がいっぱい
･･･

野菜たっぷりでバランスを

7月12日（火）・御所公民館

佐藤正身さんは、
「携帯電話は親の名義で！」と訴え

･･･

7月14日（木）・雫石公民館

渡辺ひとみさんは、
「朝ご飯をおいしく食べられる環
境づくり」を問いました。

ました。

テレビやゲームで脳が疲れ果てて・・・
･･･

普段のさりげない会話が大事

7月13日（水）・御明神公民館

三浦義孝先生は、
「大人が手本になって生活を見直す

･･･

7月19日（火）・西山公民館

細川光子さんは、
「子育ては自分育て」と、目も耳も
声も心も子どもに向けて過ごそうと呼びかけました。

こと」を強調しました。

昨年度よりも保護者の方が多く参加し、全体の参加者数も増えました！大変うれしいことです。来年度はさらに参
加者が増え、より多くの皆さんで雫石の子育てを考える機会になることを願っています。
〔
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特集

〜中継…各実践区の取り組み状況（2）

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。
先月号から続くシリーズ「中継…各実践区の取り組み状況」、第２回は、御明神小学校・
上長山小学校・南畑小学校実践区からの報告です。

御明神小学校
〜「本に親しむ子ども」を目指す地域の力〜
御明神小学校には、
「みかん」という読み聞かせ
ボランティアのグループがあります。毎月第１水曜
日、朝読書の時間に各学級で読み聞かせをしていま
す。メンバーは、保護者と地域の方々の８名です。
みなさんは、
「本に親しむ御明神の子どもになって
ほしい」という願いのもと、毎月、季節の行事や
風習などを考慮して本を選び、学校に集まってくだ
さっています。
「できるときに・できることを・で
きるだけ」を合い言葉にして、子どもたちのために
長く活動が継続していくよう実践区でも見守りたい
と思っています。

上長山小学校
上小実践区の取り組みは、春の種佅撒
き、田植えからスタートします。地域や
保護者の皆さんの継続的で熱心なご指導
のお陰で、田植えの腕前も年々上達して
きています。高学年は、１年生の手伝い
を進んでするなど思いやりの心も育って
きています。
稲作体験は、地域で農業に携わる人の
苦労や工夫、喜びを身をもって理解する
ことにつながっています。今年の収穫祭
でも、感謝の心をお伝えしたいと考えて
います。

南畑小学校
昨年度末に「運動の３本柱の一つであるあいさつ運
動をもっと地域にも広げよう。
」という課題を確認し
て、本実践区の活動を総括しました。それを受けて、
今年度はあいさつ運動を呼びかける幟旗や看板を実践
区内に設置したり、ポスターの張替えをしたりして更
なる充実を目指した活動を展開中です。
また、家庭での生活時間調査に基づく生活時間の見
直し、読書意欲を高めるための読み聞かせ会の回数増
などの取り組みを通して、残る２本柱「家庭学習」
「家
読10運動」の充実に向けても活動を展開中です。

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692‑6590）
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〜家読におすすめ 〈８月のテーマ 「平和の尊さを考えよう」〉 〜
日本では８月は特別な月、
「平和を語り継ぐ月」です。６日の広島原爆投下、９日の長崎原爆投下、そして15
日の終戦記念日、戦争の恐ろしさや惨さを風化させず、親から子へと語り継いでいかなければなりません。親子
で平和をテーマにした本を手がかりに考え合いましょう。

乳幼児向け

小学校低学年向け

小学校高学年向け

☆えんぴつびな（長崎源之助・作
／長谷川知子・絵）
金の星社
いたずらっこのシンペイちゃんが
くれたちいさな鉛筆、そこには顔
が！鉛筆のおひなさまです。
「こん
ど、三人かんじょもつくってきてや
るよ！」と言ってたのに、その晩、
空襲で・・・。戦争のむごさを静か
に伝える絵本です。

☆おはじきの木（あまんきみこ・作
／上野紀子・絵）
あかね書房
空襲で焼け残った木の下でおはじ
きをしながら、母親と弟を待って死
んでいった女の子がいました。癒さ
れることのない戦争の悲しみを描い
た絵本。『ちいちゃんのかげおくり』
のコンビが贈るもう一冊の絵本です。

☆金のひしゃく 北斗七星になった
孤児たち（増田昭一 絵･文）
㈶中国残留孤児援護基金
終戦当時、新京（今の中国、長春
市）の難民収容所で働いていた作者
の体験を描いた絵本。疲れと栄養失
調と病気でどんどん死んでいく子ど
も達、小学４年生のよっちゃん達
４人も苦しみながら精一杯生きて
います。でも２
週間後、収容所
に４人の姿はな
く・・・。

中・高校生向け
☆リトルボーイ〔吉本 直志郎･作 中島潔 絵〕 ポプラ社
「リトルボーイ」という名の原子爆弾に家も親も家族も奪われ、孤児となった
子ども達は、いつしか寄りそい、いっしょに暮らし始めました、兄弟姉妹のよう
に、家族のように・・・。悲しさや寂しさを乗り越えて、たくましく生きぬいて
いく子ども達の姿を浮き彫りにした本です。

教育委員会定例会リポート
―その１ 議案編（７月定例会） 以下の議案が可決されました―
１．平成24年度に使用する雫石町立小中学校教科用図書の採択について
―その２

質疑応答編（６月定例会）
―

①全国学力・学習状況調査について
委員 全国学力・学習状況調査の町内全小中学校実
施について、先日の校長会で各小中学校長に説明
したようだが、各小中学校長から意見等はあった
か。また、採点はどうするのか。
教委 各小中学校の校長先生からの意見等は特にあ
りませんでした。今年度の調査は、９月後半から
10月末をめどに各学校の都合の良い日に実施する
方向で検討しております。先生方の負担は増しま
すが、テストを実施するだけでなく自校で採点ま
で行うことで、自分が受け持っている児童生徒が
どういう傾向なのかを分析し、その後の指導等に
反映させていただければ、と考えております。
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）

②子育て講演会についてについて
委員 地域の見守り活動、教育振興の一環として参
加しているが、本当に子育てを学んでいただきた
い現役の保護者の方の参加が少ないように感じ
る。その点をどのように考えるか。
教委 その問題については、担当としても感じてお
りました。保護者の参加が少ない地区も見受けら
れますので、テーマを工夫して興味を持ってもら
える内容にするとか、開催の
時間帯を工夫して参加者を増
やすとか、さまざまな場面で
多方面の方から意見を聴きな
がら、どういうやり方がベス
トなのか考えていきたいと
思っております。
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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 ☆町営体育館・町総合運動公園……………………692‑5030
☆雫石公民館……692‑3458
☆御所公民館……692‑2214 ☆県営屋内温水プール………………………………693‑3751
☆御明神公民館…692‑3228
☆西山公民館……693‑3321 ☆ゲートボール場…695‑2031 ☆ケッパレランド695‑2211

中央公民館生涯学習事業
〜暮らしにスパイスを〜

豪華２本立て！

〜ココロとカラダにシゲキを〜

イケてるおやじ計画（全５回）

イケてるマダム計画（全５回）

【期 日】
【１回目】９月16日（金）
午前
童心にかえる時間（オリエンテーションほか）
午後 ・オレ流のヘルシーつまみ（調理実習）
【２回目】10月７日（金）
作って楽し、持って楽しおやじのエコバック
【３回目】10月21日（金）
七ツ森散策〜宮澤賢治も愛した森の魅力〜
【４回目】11月25日（金）
午前 ・徹底検証！悪徳商法手口のあれこれ
午後 ・おやじのおしゃれレッスン
【５回目】12月16日（金）
午前 ・「プチストレス」とのつきあい方
午後 ・フィットネスで体内環境を快適に
＊15：30 〜
イケてるおやじ＆マダム交流会開催！
【時 間】10：00〜15：00
＊昼食をご持参ください。
【場 所】中央公民館
【受講料】1,000円（実費別途）
【対 象】町内在住または町内勤務の成人男性
＊全５回参加可能な方
【定 員】先着25人
【申し込み】９月９日（金）までに中央公民館へお申
し込みください。
【託 児】無料託児室を設置します。利用をご希望
の方はお申し込みください。

【期 日】
【１回目】９月２日（金）
午前
童心にかえる時間（オリエンテーションほか）
午後 ・ハーブティーをたしなむ
【２回目】９月22日（木）
しずくいし水物語〜まちの湧水をめぐる〜
（散策）
【３回目】10月14日（金）
午前 ・あぶらの話
「やめられない…うまい脂、
見分けて安心！」
午後 ・ハッピーマイスイーツをつくろう(調理実習)
【４回目】11月11日（金）
午前 ・徹底検証！大丈夫？私の金銭感覚
午後 ・裏ワザメイク ! めざせ今より○歳若く♪
【５回目】12月16日（金）
午前 ・「プチうつ」からココロを守る
午後 ・ヨガでゆっくりしっかり体の声をきく
＊15：30 〜
イケてるおやじ＆マダム交流会開催！
【時 間】10：00〜15：00
＊昼食をご持参ください。
【場 所】中央公民館
【受講料】1,000円（実費別途）
【対 象】町内在住または町内勤務の成人女性
＊全５回参加可能な方
【定 員】先着25人
【申し込み】８月26日
（金）までに中央公民館へお申
し込みください。
【託 児】無料託児室を設置します。利用をご希望
の方はお申し込みください。
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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！

県中総体で雫中生大活躍！

―7月15日（金）〜18日（月）

７月27日、東北大会に出場する各部の代表が、町長への決意表明に役場を訪問し元気に挨拶して行きました。
東北大会の結果は来月号で掲載します。

入賞・ベスト８以上紹介
【野球】準優勝
・決勝 対大船渡一中 ２−４ 東北大会出場！
【バレーボール男子】３位
・代表決定戦 対仙北中 ２−１ 東北大会出場！
〈優秀選手 阿部大樹選手〉

【バレーボール女子】準優勝
・決勝 対小山中 １−２ 東北大会出場！
〈優秀選手 上和野絵里香選手・上和野麻里奈選手〉
【バドミントン男子シングルス】
２位 原優助選手 東北大会出場！
【バドミントン女子ダブルス】
１位 佐山・平渡組 東北大会出場
東北大会出場！
！
【卓球男子個人】
９位 ・松村信吾選手 東北大会出場！
東北大会出場！
【柔道女子個人 63kg級】３位 岩持瑠璃選手
【ソフトテニス男子個人】５位 佐々木・高橋組
【ソフトテニス女子団体】ベスト８
・準々決勝 対軽米中 １−２
【陸上競技・１年男子 100ＭＨ】
１位 村崎拓斗選手 16秒71
【陸上競技・共通女子400Ｍリレー】
６位 高畑・奥平・中村・白椛選手 52秒87

町内各種スポーツ大会結果報告
①西山地区壮年男子ソフトボール大会 〜７月10日（日）
【優 勝】八区行政区 【準優勝】野中行政区
【第３位】駒木野・小松行政区
②御明神地区混合バレーボール大会 〜７月10日（日）
【優 勝】中南行政区 【準優勝】山津田行政区
【第３位】天瀬・横欠行政区
③第49回御所地区行政区対抗野球大会 〜７月10日（日）
【優 勝】天戸行政区 【準優勝】安庭行政区
【第３位】大村・矢用行政区
④雫石地区男子ソフトボール大会 〜７月10日（日）
【優 勝】晴山行政区 【準優勝】中沼行政区
【第３位】上町３・林行政区

⑤雫石地区混合バレーボール大会 〜７月24日（日）
【優 勝】高前田１行政区【準優勝】東町行政区
【第３位】中町１行政区
⑥第46回御所地区壮年ソフトボール大会 〜７月24日（日）
【優 勝】大村行政区【準優勝】赤滝行政区
【第３位】天戸・舛沢行政区
⑦御明神地区グラウンドゴルフ大会 〜７月24日（日）
団体の部：【優 勝】南行政区【準優勝】中島行政区
【第３位】高村家（家族参加）
個人の部：【優 勝】高村利雄さん
【準優勝】外村祐幸さん
【第３位】石山春男さん

８月〜９月の主な行事予定
【８月】
14日㈰
16日㈫
18日㈭

19日㈮
21日㈰

23日㈫
26日㈮

28日㈰
雫石町長杯野球大会
第33回御明神夏まつり
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）
小学校始業式
（雫石・上長山・大村・南畑・安庭）
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
教育委員会議
岩手地区中学校陸上競技大会

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

第 6 回クラシックコンサートin雫石
27日㈯ まきば園ミニコンサート
28日㈰ 野菊ホールメインコンサート
【９月】
2 日㈮ 岩手地区中学校駅伝大会
17日㈯〜18日㈰ 岩手地区中学校新人体育大会
25日㈰ 御所地区親睦ゴルフ大会
御明神地区行政区対抗卓球大会
27日㈫ 教育委員会議
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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」
【日 時】９月15日(木)10：30㲧㳥
【会 場】中央公民館２階 視聴覚室
【プログラム】
・えほん…『むすんだそのてをひらいてみせて』ほか
・かみしばい…………………『なかよしひゅるるん』
・パネルシアター…『くいしんぼうのおさかなくん』
・こうさく………………………『ボールであそぼう』
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

「しずくいしおはなし会」
【日

時】９月24日(土)10：00㲧㳥

【会

場】町立図書館

【プログラム】
9月号でお知らせします。
お楽しみに！
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！（6/21〜7/20受け入れ分
● 小説 ●
・我が家の問題……………………………奥田 英朗
・パパは今日、運動会……………………山本 幸久
・黄金坂ハーフウェイズ…………………加藤 実秋
・誰にも書ける一冊の本……………………荻原 浩
・サヴァイヴ………………………………近藤 史恵
・黄泉坂案内人……………………………仁木 英之
・明日のマーチ……………………………石田 衣良
・刑事の骨…………………………………永瀬 隼介
・密室晩餐会………………………二階堂 黎人・編
・猫と妻と暮らす…………………………小路 幸也
・アンダルシア……………………………真保 裕一
・代表作時代小説 平成二十三年度 日本文藝家協会・編
・犯 罪……フェルディナント・フォン・シーラッハ
・澪つくし………………………………北原 亞以子
・春 嵐…………………… ロバート・Ｂ．パーカー
・真夏の方程式……………………………東野 圭吾
● 一般書 ●
・高校生レストランの奇跡………………岸川 政之
・365通のありがとう ……………ジョン・クラリク
・がれきの中で本当にあったこと…産経新聞社・著
・一〇〇年前の女の子……………………船曳 由美
・ニッポンの嵐【ポケット版】………………嵐・編
・論戦2011 〜国難に克つ〜 …………櫻井 よしこ
・がん患者………………………………鳥越 俊太郎
・日本一楽しい！遺言書教室……………佐山 和弘
・日本ふしぎワンダーランドspot50 …渋川 育由
・かんたん！愛情手作りてぶくろえほん・
てぶくろおもちゃ………………いしかわ☆まりこ
・それでも僕の人生は「希望」でいっぱい
…………………ニック・ブイチチ
・三谷幸喜のありふれた生活 ９ 〜さらば友よ〜
…………………………三谷 幸喜
・１つのボウルで作るお菓子…………大森 いく子
・登紀子ばぁばの料理指南……………鈴木 登紀子
・地球温暖化時代の異常気象……………吉野 正敏
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計143冊）

● ヤング・児童書 ●
・エアーマン…………………オーエン・コルファー
・ひとりぼっちのガブ……………きむら ゆういち
・二番目のフローラ（上・下）
………… イザボー・S.ウィルス
・ペネロペ イースターエッグをさがす
…………………アン・グッドマン
・ママへのちょっと早めのラブレター…近藤 卓巳
・ホルンくんとトランくん … セバスチャン・ブラウン
・ルルとララのふんわりムース…あんびる やすこ
・もぐらのたくはいびん……………………斉藤 洋
・Ｎｏ.６ #9 ………………………あさの あつこ
・どろんこライオン……………………佐々木 マキ
・かぶと四十郎〜お昼の決闘の巻〜……宮西 達也
・アンナ流 親子ゲンカはガチでいけ！
………………………土屋 アンナ
・ピアノはともだち………………こうやま のりお
・ごちそうだよ！ねずみくん………なかえ よしを
・しげちゃん…………………………………室井 滋
・カメレオンのレオン………………………岡田 淳
※ドラマから生まれた絵本です。
「ママのお腹の中からのラブレター。僕は
ママのことを愛しています・・・。」
短いおはなしですが、僕からママへのたく
さんの愛情・メッセージが込められています。
大人の方々に読んでいただきたい、そんな
絵本をご紹介します。

『ママへのちょっと早めの
ラブレター』
近藤 卓巳・文

〈８〜９月の休館日ご案内〉
【8月】15､22、29日 【9月】5、12、19、23、26日
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心豊かに暮らせるまちづくり
今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№75

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

下長山小学校

編〜

下長山小学校

みんなひとつになって

副校長

鈴

木

まゆみ

「・やさしく・かしこく・たくましく」が本校の教育
目標です。それは「・心豊かで思いやりのある子・自ら
学び判断して行動する子・心も体も健康でたくましい
子」の育成を目指しています。
今年度は児童54名（６学級）
、
教職員15名（９名の転入）
でスタートしました。
昨年度の大震災を踏まえ、また、新校長のもと「子ど
もたち全員の安全（命）を確実に確保」を最優先課題に
して「命を守る」教育を重視しています。

また、児童会では、
「思いやりの心で団結し、支え合
う児童会」ということで震災で多くの人々が困っている
今こそ、下長山小学校もひとつになって互いを思いやる
ことを大切にしていくことを確認しています。さらにＰ
ＴＡでは、保護者、全校児童、教職員が一丸となって６
月 12 日に震災の義援金を集めるための資源回収を行い、
田野畑小学校に届ける予定になっています。
「一人一人
が協力してできることを確実に成し遂げ、みんなが少し
でも幸せになれるよう考えて活動をしていける学校やＰ
ＴＡ」でありたいといつも思っています。

次回は安庭小学校からの情報をお送りする予定です。

トピックス

開催迫る！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〜

まきば園ミニコンサート

野菊ホールメインコンサート
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）
【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）

【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）。

東京藝大弦楽科有志と雫石中学校
吹奏楽部の公開リハーサルを行います
【期 日】８月26日（金） 16：00〜17：00
【場 所】野菊ホール
【入場料】無料
【問い合わせ】中央公民館（692‑4181）
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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！

トピックス 進む校種間連携………第 1 回小・小連携交流会開催！
今年度第１回の小・小連携交流会が、Ａグループ（雫
石・七ッ森・上長山・下長山・西根・大村小）は７月７
日に雫石小で、Ｂグループ（御明神・橋場・南畑・安庭
小）は７月８日に安庭小で開催され、来年中学校に入学
予定の173人が２つに分かれて交流しました。
開催前、６月２日に各小学校の６年生担任11人が集ま
り、どのようにすれば各校の６年生が仲良くなるか、力
を合わせられるか、知恵を絞って計画を立てました。
交流会では、外国語活動・国語・図工の授業、そして
ミニ運動会など、
工夫を凝らした授業が展開されました。

この交流会、昨年は初めてということもあり、何のた
めにこの取り組みが始まったのか分からない児童もいた
ようでしたが、今年度は４月の段階から「好ましい中学
校生活のスタートのため」を意識して準備が進められま
した。特に、
「返事」
「あいさつ」
「聞く」の３つが充実
していると思いました。
Ａグループの閉会式では、大村小の相馬校長先生がそ
の点を高く評価してくださいました。

上長山小の城守先生からは、
「今日の交流会が、中学
校に行くためのきっかけになってくれればいいと思いま
す。11月には２回目の交流会があります。その前に水泳
記録会もあります。陸上記録会で戦ったメンバーがこう
やって打ち解けて、また水泳記録会で戦って、また11月
の交流会で一緒になり、来年４月に全員で雫石中学校に
入学します。いい流れだと思いませんか。先生方も大い
に期待しています。みんなで力を合わせてすばらしい中
学校を作り上げていってください。
」とのエールをいた
だきました。
次回は、Ａグループ(雫石・御明神・橋場・南畑・安
庭小)は11月25日に御明神小で、Ｂグループ（七ツ森・
上長山・下長山・西根・大村小）は11月29日に七ツ森小
で行います。
参観に来られた小規模校の保護者の方が「30人の教室
での自分の子どもの動きを見て、とても新鮮だったし、
中学校での生活のイメージが湧きました」と感想を述べ
ておられました。
次回も保護者の方の参加を歓迎しています。違う環境
でのお子さんの様子をご覧ください。

☆お知らせ：野菊ホールを休館します☆
吊物設備改修工事の実施に伴い、９月１日（木）〜17日（土）、20日（火）〜30日（金）まで野菊ホールのみ
を休館します。【問い合わせ】中央公民館（TEL：692‑4181）

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

☆雫石油絵同好会作品展☆ ８月21日（日）まで
☆小さな家をつくったよ！手づくりクラブ夏休み編

制作風景写真展☆

８月23日（火）〜９月11日（日）
あとがき
関係者皆様のご協力により、富士市少年交流事業を無事終える事
ができました！過去２回天候不良で断念した富士登山は、直前に頂
上まで雲が取れ、奇跡的に登山決行!!結局下山中に雨が降り、富士
山と雨はセットメニューということが判明㾗した今回でした。（Ｎ）

広報「教育しずくいし」９月号は
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４年ぶりに統導者として行った富士市での少年交流事業では、記
録写真を撮りまくってきました。その数、４日間でなんと754枚！
フィルム撮影や保存用カードの容量が小さかった頃から（…と言っ
てもつい最近まで）は想像できない枚数ですよね〜。（Yasu）

９月８日（木）発行予定です。
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