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すきな本　いっぱいあるけど　きょうはこれ （米澤　舞華　南小 2年）
家読標語コンクール　入選作品　

　40年前の昭和46年 7 月30日。雫石町上空で全日空機と自衛隊機が衝突し、一瞬にして162名の尊い命が奪われる
という悲惨な事故がおきました。当時国内最大の航空機事故といわれたこの事故の犠牲者のうち、125名が静岡県
富士市の方々だったことから、33回忌を機にその教訓を後世に伝えるために両市町の少年交流事業が始まりました。
　第 8回目となる今回は、 7月28日から31日までの 4
日間、雫石町児童32名が富士市を訪問してきました。
　初日の歓迎式、ウェルカムパーティーに始まり、 2
日目は富士山が見える茶畑でのお茶摘み、お茶の手揉
み・入れ方体験、富士市の特産である紙を材料とする
紙バンド作品作りを行いました。 3日目は、日本一の
山富士山でのプチ登山、富士市子どもの国でのレクゲー
ムを楽しみ、 4日目の帰郷式を迎えました。富士市で
しかできないプログラムを児童の皆さんは楽しんでい
ましたが、その中でも、皆さんの心に残っているのは、
2日間のホームステイではないでしょうか。富士市の
皆様の温かいおもてなしに感謝しつつ、両市町の交流
がますます深まる事を願っています。

歓迎式で町民歌を♪
うまく歌えました！　

お茶の手揉みとお茶の入れ方体験。
　お茶の葉天ぷらも頂きました。

　紙バンドでフォトフレーム作り。
皆の個性がきらり☆

念願の富士登山。雨が降っても、
疲れても、皆笑顔！

事故発生日に合わせ、全員で
黙とうを捧げました。

ホームステイ先の友達との別れ
来年は雫石で会いましょう！

あの日から４０年…
　　　～雫石町児童が富士市を訪問～富士市・雫石町少年交流事業

特 集
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特集 ～中継…各実践区の取り組み状況（3）
　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 3回は下長山・大村小学校実践区からの報告です。

～家読におすすめ〈９月のテーマ「敬老の日にちなんで」〉～
　９月19日（月）は敬老の日。さあ、おじいちゃんやおばあちゃんといろんなことをして過ごしてみましょう。
きっと、たくさんのいいお話を聞くことができますよ。そして、いろいろな知恵を受け継いでいきましょう。

　お風呂に入ると、いつも『ごくら
く、ごくらく』と言うおじいちゃん。
いつしか、ゆうたとおじいちゃんを
つなぐ合言葉になりました。大好き
なおじいちゃんとも、いつかは別れ
なければなり
ません。でも
この言葉があ
るかぎり、お
じいちゃんは
心の中にいる
のです。

　お手玉・おはじきや大好きなよも
ぎ団子の作り方などを教えてくれ
た、元気でやさしくてとても素敵
だったとも子のおばあちゃん。その
おばあちゃんがどこか変だ。どうし
たんだろう？お
ばあちゃんを戸
惑いながらもや
さしく受け止め
ていく少女と家
族のお話です。

☆おじいちゃんのごくらくごくらく
（西本鶏介・文／長谷川義史・絵）

　　　　鈴木出版

☆おばあちゃんのさがしもの
（おちとよこ・文/ひがしなな・絵）

岩崎書店

☆竹とぼくとおじいちゃん
（星川ひろ子・星川治雄・著）

　 　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

　下長山小学校区には 4つの地区がありますが、今回は野中地区で行わ
れている実践について紹介いたします。野中地区では、昔は虫祭り行事
や厄病祭り、かくし念仏を行い、紙袋読書運動（本を紙袋に入れ各戸を
回覧する）を展開してきました。今も古くからの伝統を受け継ぎ、本を
手提げ袋に入れて回覧しノートに各家庭からの一言感想を書いていただ
く活動を継続しています。家読に繋がる実践で、他地区でも参考にして
いただければ幸いです。

　大村小学校実践区は、 6月28日（火）に教振五者会議をもちました。今
年度は親子読書の取り組みに加え、「地域に広がれ、笑顔であいさつ」に
ついて話し合いました。その後に行った推進会議では、挨拶をもっと地域
に広めてほしいと地域の方からのご意見をいただきました。今年度は地区
としての組織が確立し、この運動の評価をどうすべきかということまで話
し合いを深めることができました。本実践区の地域ぐるみの教育振興運動
は、これまで当たり前のようになされてきたものであり、世代を超え、次
の世代に受け継ぐということを課題としています。
　地域と家庭と学校が支え合い、運動に学習に生活に力いっぱい取り組む
ことが、心身ともに健全な子どもの育成につながると考え、実践している
のが、本実践区のよいところです。自分たちに注がれているたくさんの目
を、こどもたち自身にも感じ取ってもらいたいと思います。

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692-6590）

　竹の子のようにすくすく大きく
なっていく1年生のつばさくん。今
日も大好きなおじいちゃんのところ
へ。おじいちゃんは経験と知恵でい
ろいろ工夫しながら、辛抱強く生き
ているのです。「しなやかでたくま
しい生き
方を知っ
て ほ し
い」とい
う思いが
詰まって
います。

下長山小学校

大村小学校　

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉
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 教育委員会定例会リポート
―質疑応答編（７月定例会）―

＊８月定例会での審議案件はありませんでした。

①小中学校教科用図書の採択について
　　　教科用図書の採択協議会とはどのようなメン
バーで構成され、何を基準として選定しているの
か。

　　　採択協議会委員は、盛岡北地区の各市町村の
教育委員会教育長で、さらに調査委員として盛岡
北地区の各小中学校の教諭及び県の担当者で構成
されています。そのメンバーで、候補となってい
る教科用図書を全部見て、どの図書が子ども達に
とって最も適しているのか、わかりやすいのかと
いった部分を基準とし採択しております。

②児童生徒の不登校について
　　　児童生徒の不登校について、中学校では改善
されていて、小学校では増加しているという話だ
が、何が原因と捉えているか。
　　　それぞれのケースにより原因はさまざまです
ので、解決策もケースごとの対応になります。学
校に来てしまえば楽しく生活し、次の日も来るだ
ろうと思っていても、次の日からはまた不登校に
なってしまうというケースもあります。いずれ、
家庭と教育現場が連携を密にして対応していくこ
とが大切だと考えます。

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

　　教委 　　教委

 【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（ホットスイム） …………693-3751
☆ゲートボール場…695-2031　☆ケッパレランド 695-2211

【日　時】［５期］９月27日～ 11月29日
（毎週火曜）10 : 00 ～ 11 : 30
［６期］９月29日～ 12月８日
（毎週木曜・ただし11月３日は除く）
〈午前の部〉10 : 00 ～ 11 : 30
〈夜間の部〉19 : 00 ～ 20 : 30

【会　場】町営体育館
【内　容】マシントレーニング・バランスボール・
チューブトレーニングなど、体力や年齢に応じた
プログラムの実践

【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内在住の方
【定　員】５期・６期午前・夜間　それぞれ先着10人
【受講料】2,500円（体育館使用料・保険料含む）
【申し込み】９月15日（木）８ : 30から町営体育館の
電話にて受け付けます（～９月21日（水）まで）。

【日　時】10月９日（日）
７：45　町役場正面玄関前集合

【行き先】西和賀町　女神丘の滝めぐり
【ガイド】雫石町山岳協会会員
【対象・定員】町民または町内勤務の方・先着20人
【定　員】先着20人（定員になり次第締切）
【参加料】500円（保険料込み・当日徴収します）
【申し込み】９月20日（火）８ : 30から町営体育館の
電話にて受け付けます（～９月29日（木）まで）。

【日　時】９月27日～ 11月29日
（毎週火曜）16 : 30 ～ 18 : 30

【場　所】町営体育館ほか運動公園内施設
【内　容】マット運動・バランスボール・いろいろ
なスポーツ体験（陸上・サッカー・バドミントン・
ティーボール・バスケットボールなど）
【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の小学生・先着10人
【受講料】1,500円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】９月15日（木）８ : 30から町営体育館の
電話にて受け付けます（～９月21日（水）まで）。

【期　日】９月29日～ 11月24日
（毎週木曜・ただし11月３日は除く）
16 : 30 ～ 18 : : 00

【場　所】町営体育館・県営屋内温水プール
【内　容】ラージボール卓球・ターゲットバードゴ
ルフ・スポンジテニスなど
【講　師】雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の中学３年生で、高校入学
後もスポーツ活動を続けたい方・先着10人
【受講料】１人1,500円（施設利用料・保険料含む）
【申し込み】９月15日（木）～ 21日（水）までに、申込
書（町営体育館にあります）と受講料を添えて、
町営体育館窓口まで直接お申し込みください。

☆雫石町民筋力アップ＆体力向上教室 ［ 5 期・ 6期］☆

☆町民ハイキング☆

☆雫石町ジュニア・アスレティック教室［ 5期］☆

☆中学3年生スポーツ教室☆

☆雫石なんだり学級ジャズ鑑賞編「♪ジャズ聴ぐべぇ♪」☆
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【日　時】９月12日～ 10月31日
（毎週月曜）13：30 ～ 14：30
ただし９月19日・10月10日は除く

【場　所】ホットスイム（県営屋内温水プール）
【講　師】岩手県水泳連盟指導員
【対　象】18歳以上
【受講料】１回につき1,000円
【申し込み】電話・FAX及び窓口で随時受付してい
ます。詳しくはホットスイムへお問い合わせくだ
さい。

テーマ「ココロもうるおうピチ肌クッキング」
メニュー：うなぎのまぜご飯　春雨スープほか
【日　時】10月16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】町内在住または勤務の方
【定　員】先着15人
【申し込み】10月７日（金）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。

「ポテトパンケーキと
小倉ミルク白玉を作ってたべよう」

【日　時】10月19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】大人400円・子ども１人につき100円
【対　象】町内の小学校入学前の幼児とその保護者
【定　員】先着15組
【申し込み】10月７日（金）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】乳児の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。

☆雫石なんだり鑑賞教室・朗読編　浅田次郎　作・「永　遠　の　緑」☆

☆ホットスイム　アクア教室☆ ☆ヘルシークッキング☆

☆ヘルシークッキング・おやこDE家カフェ♪☆

妻に先立たれ、娘と二人暮らしの大学教授・牧野。彼の唯一の楽しみは競馬だった。
妻との思い出の競馬場で一人の青年と出会うのだが　―

淋しい心を抱えながら暮らす人びとに陽だまりにも似た微かなぬくもりが舞い降りる　－
【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。

【日　時】９月14日～ 11月２日（毎週水曜）
18：30 ～ 19：30

【場　所】ホットスイム（県営屋内温水プール）
【内　容】
①初心者・初級コース
　泳ぎ、息継ぎなどの基本を主に学び、クロールな
どの泳法習得を目指します。
②マスターズコース
　泳力向上を目的とした練習プログラムに沿って行
います。競技志向者向けです。
【講　師】岩手県水泳連盟指導員
【対　象】中学生以上

（中学生・高校生は保護者の承諾が必要です）
【受講料】6,000円（中学生・高校生は5,000円）
【申し込み】電話・FAX及び窓口で10月５日（水）
まで受付しています。詳しくはホットスイムへお
問い合わせください。

☆ホットスイム　スイミングレッスン☆

＊ホットスイムから　東日本大震災復興支援開放＊
　９月19日（祝・月）は、東日本大震災復興支援開
放として、当日来場した皆様のご利用料金全額を災
害復興支援金として岩手県へ寄付いたします。

朗読…大塚富夫氏＆吉田瑞穂氏

中央公民館１階ロビーふれあい広場展示のご案内
☆最上康子　スピリチュアルアート展

　　～ココロの星図～☆
　9月15日（木）～ 10月10日（月）

どうぞご来場ください !
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● ９月～10月中旬の主な行事予定 ●
【９月】
　11日㈰ 雫石町壮年男子ソフトボール中央大会
　 雫石町ふれあい女性ソフトボール大会
　17日㈯～ 18日㈰
 岩手地区中学校新人体育大会
 天皇杯全日本軟式野球大会（町営球場）
 ＊18日（日）には雫石クラブが登場！
 ぜひご観戦を！
　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
【10月】
　1日㈯ 雫石中学校文化祭
　1日㈯～ 2日㈰
 雫石町秋季スポーツ少年団野球大会
　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
　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

①第37回 雫石町小学校水泳記録会結果報告　～8月2日　会場：県営屋内温水プール～

②町内各種スポーツ大会結果報告

　各校の選手とも自己記録の更新を目指し、頑張りました。今年は、６年男子背泳ぎと６年男子バタフライで
大会新記録が更新されました。暑い中応援して下さったご家族・応援団のみなさん、ありがとうございました
（個人種目は１位のみ記録掲載・敬称略）。

☆雫石町長旗争奪行政区対抗野球大会～８月14日（日）
【優　勝】野中行政区（19年ぶり２度目）
【準優勝】安庭行政区
【第３位】篠崎行政区・八区行政区

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！

種　目 順位 ５年女子 ６年女子 ５年男子 ６年男子

50ｍ
自由形

１位 前澤　亜美（雫　石）
44秒76

坂本　志穂（橋　場）
38秒30

髙橋　太星（安　庭）
44秒78

小田　大夢（南　畑）
37秒60

２位 岩持　寧 （々御明神） 谷藤　　遥（雫　石） 晴山　波輝（雫　石） 岩動　　麟（雫　石）

３位 小笠原　優（七ッ森） 上遠野萌里（上長山） 小坂　辰明（御明神） 田中　主税（七ッ森）

50m
背泳ぎ

１位 櫻糀　璃子（下長山）
54秒63

相田　美咲（七ッ森）
47秒45

土樋　　迅（下長山）
53秒84

上澤田宇宙（御明神）
大会新・38秒61

２位 村上　　遥（七ッ森） 千葉　颯希（橋　場） 村田　涼輔（大　村） 米田　宗司（御明神）

３位 谷地　咲良（御明神） 村田　萌香（雫　石） 高橋　拓也（安　庭） 川崎　清純（安　庭）

50m
バタフライ

１位 細川　愛留（七ッ森）
49秒79

村田　萌夏（雫　石）
50秒20

晴山　波輝（雫　石）
50秒01

上澤田宇宙（御明神）
大会新・38秒18

２位 前澤　亜美（雫　石） 谷藤　　遥（雫　石） 鈴木　悠斗（西　根） 田中　主税（七ッ森）

３位 小笠原　優（七ッ森） 上山　栞奈（橋　場） 伊藤　広樹（安　庭） 高橋　弦士（雫　石）

50m
平泳ぎ

１位 高前田愛奈（下長山）
57秒28

坂本　志穂（橋　場）
49秒72

櫻小路蒼汰（下長山）
55秒51

丸山　　周（下長山）
45秒77

２位 細川　愛留（七ッ森） 大久保麻衣（雫　石） 吉田　俊吾（雫　石） 小田　大夢（南　畑）

３位 堀　　恵衣（雫　石） 沼田　あゆ（雫　石） 高橋　慶安（雫　石） 加藤　秀一（下長山）

200m
リレー
（共通）

１位 雫　石（萩台、沼田、村田、谷藤）
２分55秒41

雫　石（高橋、竹内、佐々木、岩動）
２分52秒15

２位 七ッ森（相田、小笠原、髙橋、後藤）
３分02秒09

御明神（上澤田、植野、米田、田邊）
２分56秒39

３位 橋場・大村（千葉、藤本、上山、坂本）
３分02秒99

安　庭（小西、髙橋、澁田、吉田）
２分56秒95

200m
メドレーリレー
（共通）

１位 雫　石（村田、大久保、谷藤、萩台）
３分17秒43

雫　石（高橋、平舘、岩動、竹内）
３分11秒93

２位 橋場・大村（千葉、安本、上山、坂本）
３分17秒54

御明神（米田、南黒沢、上澤田、植野）
３分21秒86

３位 七ッ森（相田、村上、細川、後藤）
３分18秒64

七ッ森（藤原、細川、田中、細川）
３分26秒55

☆西山地区混合バレーボール大会　～８月21日（日）
【優　勝】野中行政区　【準優勝】小松行政区
【第３位】西根谷地行政区 雫石町長旗争奪行政区対抗野球大会　優勝の野中行政区チーム　
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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】９月15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…『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！

【日　時】９月24日(土)10：00
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『リベックじいさんのなしの木』
　　　　………………テオドール・フォンターネ・文
・『おじいちゃんだいすき』 …………Ｗ．ハラント・作

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！（7/21～8/20受け入れ分　計92冊）

・おさるのかわ………………………いとう　ひろし
・図書室の日曜日………………………村上　しいこ
・木のあかちゃんズ……………………いせ　ひでこ
・カンコさんのとくいわざ………………角野　栄子
・スミス先生と海のぼうけん
　　　　　　　　……………マイケル・ガーランド
・戦争を取材する…………………………山本　美香
・なぜ？どうして？ものしりクイズ1100問！
　　　　　　　　……………………羽手名　ただし
・花のお江戸の金魚芝居…………………岩崎　京子
・８月６日のこと……………………中川　ひろたか
・隠れ家……………………………シャロン・ドガー
・呪われた月姫～天空の少年ニコロ ２～
　　　　　　　　……………………カイ・マイヤー
・救命救急フライトドクター…………岩貞　るみこ
・死霊術師ジョン・ディー……マイケル・スコット
・つなみ……………………………………田畑　ヨシ
・両さんの宇宙大達人………………縣　秀彦・監修

『つなみ～おばあちゃんの紙しばい』
　　　　　　　…田畑　ヨシ・作

　3月11日の東
日本大震災から
半年。この作品
は、著者が長年
津波の恐ろしさ
を子どもたちに
語り継いできた
紙芝居を絵本化
したものです。
防災月間の今月、読んでみるのはいかがでしょうか。

● ヤング・児童書 ●

※こんな本を紹介します

〈９～10月の休館日ご案内〉
【9月】19､23､26日　【10月】3、10、17、24、31日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・生き延びるための地震学入門
　　　　　　　　……上大岡　トメ＆上大岡　アネ
・幸・不幸の分かれ道……………………土屋　賢二
・角栄になれなかった男小沢一郎全研究
　　　　　　　　…………………………松田　賢弥
・最強母乳外来………………………… SOLANIN
・誰も書かなかった「反日」地方紙の正体
　　　　　　　　……………日下　公人・責任編集
・池上彰の就職読本…………………………池上　彰
・なでしこ力……………………………佐々木　則夫
・歴史を動かした武将の決断………………津本　陽
・図解雑学 最新イヌの心理 …………武内　ゆかり
・図解雑学 最新ネコの心理 ……………今泉　忠明
・人生これからや！………………コシノ　ジュンコ
・東日本大震災 心をつなぐニュース ……池上　彰
・ゴーガイ！２号目……………………飛鳥　あると
・岩手グルメガイド 2011-12
　　　　　　　　……………… AACネットワーク
・羅針盤の針は夢に向け…………………木下　繁喜

・春疾風 三悪人・続 ……………………田牧　大和
・心に吹く風……………………………宇江佐　真理
・黄泉から来た女…………………………内田　康夫
・ギャングエイジ…………………………川端　裕人
・悪虐………………………………………新堂　冬樹
・やなりいなり………………………………畠中　恵
・アンダーワールドUSA（上・下）
　　　　　　　　……………ジェイムズ・エルロイ
・噓…………………………………………北國　浩二
・化　合………………………………………今野　敏
・蠢く吉原………………………………辻井　南青紀
・アンダルシア……………………………真保　裕一
・開かせていただき光栄です……………皆川　博子
・覇　者……………………………………佐伯　泰英
・一矢の秋…………………………………佐伯　泰英
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№76 安庭小学校　編～

次回は西山保育園からの情報をお送りする予定です。

地域の皆様とともに　　 安庭小学校　副校長　吉田　淳子

 安庭小学校では、教育諸活動において、地域の方の
力をお借りし、「学びボランティア」という名称で参加
していただきながら学習を進めています。１学期の学習
の中から紹介します。
　５年生の家庭科では、雑巾縫いや小物作り等の裁縫
の学習でサロンの皆様に指導補助をしていただきまし
た。「手を持って一緒に縫ってもらったので覚えやすかっ
た。」、「並縫いや半返し縫いを目の前で教えてもらって
分かりやすかった。」等の児童の声が聞かれました。

　全学年がドリル学習をするチャレンジタイムでは、ボ
ランティアの皆様に担任と同時進行で丸付けをしていた
だきました。「早く次に進むことができて楽しい。」「す
ぐに間違い直しを見てもらえてよい。」と児童に好評で
した。
　これらの「学びボランティア」の皆様に入っていただ
いた学習では、多くの指導の手があることで、どんどん
学習を進め、張り切って活動する児童の姿が見られます。
　このように、安庭小学校では、地域の皆様とともに児
童を育てていくこと、たくさんの地域の方に声をかけら
れ、児童がますます意欲を高めていくことをねらって教
育諸活動でのご協力をいただいているところです。　

　雫石町国際交流協会ではこのほど、ドイツ友好都市ネッカースルム市のヘル
マングライナー実業校の生徒たちが企画して行った東日本大震災のための「学
校が学校を救う募金活動」で集まった義援金114万 8 千円余（1万ユーロ相当）
を山田町立山田中学校に贈りました。
　 8月 1日に山田町教育委員会を訪ねた同協会の上原千鶴子会長が、「中学校
の生徒の学習及びクラブ活動に役立てて下さい」と同町の岩船敏行教育長に現
金で届けました。岩船教育長は「大変ありがたい。山田中学校は生徒の60％
以上が何らかの被災をした。早速学校に届けたい。外国の同じ年代の若者たち

から、一歩前に踏み出すための勇気をいただいた。」と感激した様子。ドイツ友好都市では以前雫石町を訪問し
た生徒や先輩たちが中心になって「雫石・岩手のために役立ちたい」と学校関係者や市民の協力を得て現在も募
金活動を継続しており、近く第 2次分としてさらに 1万 5千ユーロ程の義援金が届く予定だと町国際交流協会で
は話しています。

　昨年度は様々な種目の大会を開催し、延べ300人の方にご参加いただきました。今年もご家族・友人と参加し
て、スポーツを楽しんでみませんか？
【日　時】10月15日（土）　午前 9時から受付開始　　　　【場　所】雫石町総合運動公園ほか
【種　目】ソフトバレー、グラウンド・ゴルフ、雫石・七ツ森ウォーク、楽しい健康体操ほか
　＊詳しくは、 9月第 4週の班回覧でご案内します。
【問い合わせ】社会教育課（692-2111・内線288）

ドイツからの義援金を山田町に贈る　～雫石町国際交流協会

スポーツの秋　～雫石町スポーツ・レクリエーション健康祭　10月15日に開催！

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

トピックス２
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広報「教育しずくいし」10月号は　10月13日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　富士市少年交流事業に参加した皆さんのアンケート結果。ドキド
キしながら見ると、「参加してとても良かった」という声が大多数！
ほっとするのと同時に、来年迎える側として富士市の皆さんを楽し
ませたいというプレッシャーがずしりとかかる担当なのです。（Ｎ）

　暑い夏も過ぎ、ようやく寝苦しさからも解放かと思いきや、ここ
数日、下の娘（6ヶ月）に夜泣きの兆候。多忙の秋を控えての寝不
足は厳しいなあ…。ちなみに、上の娘（2歳８ヶ月）はちょっとの
ことでも「もう～！」「もう～！」と反発。まるで牛です。（Yasu）

☆お知らせ①：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（692-4181）

☆お知らせ②：町営体育館　利用時間一部変更☆
　下記の期間中、体育館内のワックス清掃作業を
行いますので、利用時間が変更となります。
【期　間】9月26日（月）～ 28日（水）
【問い合わせ】町営体育館（692-5030）

☆お知らせ③：新入学予定児童の健康診断の実施について☆
　町教育委員会では、平成24年 4 月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を実施します。対象となる
お子さんの家庭には、9月中旬までに受診日時や場所などのお知らせを郵送しますので、ご確認のうえ、
必ず受診してください。なお、お知らせが届かない場合や当日都合のつかない場合は、学校教育課（692
－6577）までご連絡ください。

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！

　全ての種目で素晴らしい成績を収めましたが、特に軟式野球の部では過去最高となる 3位という成績で、全国大会
まであと 1勝と迫る快進撃でした！ 3年生の皆さんお疲れ様でした。 1・ 2年生は、今回の成績を上回れるよう、
来年の大会に向け練習に励みましょう！！
☆卓球・男子個人☆　松村信吾選手
　 1回戦　対山形県福原中（ 2－ 3）
☆バドミントン・男子シングルス☆　原　優助選手
　 1回戦　対青森県弘前一中（ 0－ 2）
☆バドミントン・女子ダブルス☆　佐山・平渡組　ベスト 8
　 2回戦　対福島県猪苗代中（ 0－ 2）
☆バレーボール・男子☆
　 1回戦　対宮城県高砂中（ 0－ 2）
☆バレーボール・女子☆
　 2回戦　対青森県稲垣中（ 0－ 2）
☆野球☆　第 3位
　準決勝　対秋田県羽城中（ 3－ 6）
　代表決定戦　対宮城県育英秀光中（ 0－ 9）

感動をありがとう！　第 6回クラシックコンサートin雫石―東京芸大生有志によるふれあい音楽祭―トピックス3

野球健闘！ 第 3 位 ～東北中学校体育大会結果報告 －8月 5日（金）～10日（水）－トピックス4

　今年も、東京芸術大学弦楽科の澤和樹教授と門下生有
志20名によるふれあい音楽祭「クラシックコンサートin
雫石」が、8月28日に野菊ホールで開催されました。ヴァ
イオリン、チェロ、コントラバスが奏でる音色で、来場
者は優雅なひとときを過ごしました。滞在中に澤和樹教
授から直接の指導をいただいた雫石中学校吹奏楽部は、
NHK大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」、「オペラ「カヴァ
レリア・ルスティカーナ」より間奏曲」を学生たちと一緒
にステージにて演奏しました。また、弦楽にのせてしず
くいし混声合唱団による「雫石町民の歌」も最後に披露さ
れ、多くの町民に喜ばれるコンサートとなりました。
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