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本読もう　テレビを消して　いっしょにね （柿木　奎又　橋場小 5年）
家読標語コンクール　入選作品　

学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

　優れた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！全部門
入場無料です。皆様のご来場をお待ちしております！

　大好きな言葉に「信頼」と「憧れ」があります。どちらも教育の根底にあるものだと考
えています。生活全体を通して家庭・学校・地域から学び、日々成長を続ける子ども達に
とって、まずは「この人ならという信頼感」と「あの人のようになりたいという憧れ」が
成長の原動力です。しかし、今、その根底が揺らぎ、得体の知れない不安感が子ども達を
覆い始めているように感じます。
　私は、この「信頼」と「憧れ」を肝に銘じ、確かな学力を育む環境づくり、生涯学習社
会の実現などの重点課題に取り組んでまいりたいと考えます。（H24.10.1）

【日　時】　11月３日（土・祝）　13：00～
　　　　　11月４日（日）　　　13：00～
【会　場】中央公民館　野菊ホール
【出演部門】
　筝曲・謡曲・大正琴・ピアノ・コーラス・ギター
　洋舞・太鼓（雫石小・下長山小）

【日　時】11月２日（金）　　　9：00～17：00
　　　　　　 ３日（土・祝）　9：00～17：00
　　　　　　 ４日（日）　　　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・陶芸等）
☆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・陶芸・華道・菊花盆栽等）

【日　時】11月３日（土・祝）10：00～15：00
　　　　　 　４日（日）　 　10：00～15：00
【会　場】中央公民館２階ロビー

『芸術の秋』のイベント第１弾！第４８回雫石町総合芸術祭

新教育委員長　ごあいさつ
「信頼」と「憧れ」 教育委員長　上野　宏

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！

【問い合わせ】芸術祭実行委員会事務局　社会教育課（内線282）

特集2

特集1

10月20日（土）10：30～　縄文時代のムラの跡・小
こ

日
び

谷
や

地
ち

I
いちびー

B遺
い

跡
せき

発掘調査　現地説明会開催！
【場　所】雫石町小日谷地・町中央浄水場敷地内　　【問い合わせ】社会教育課（内線284）
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特集 ～中継…各実践区の取り組み状況（４）
　平成24年度は、「読書推進」と「テレビ視聴時間の削減」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を繰り広げています。
　シリーズ「中継…各実践区の取り組み状況」、今回は雫石中学校の各実践区からの報告
です。

【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
　225人の参加で４班に分かれ地区内の清掃活動を行いました。
バイキング形式による昼食会では、恒例となった「かき氷」が
ふるまわれ、親子の交流を深めました。親子研修では、盛岡西
警察署雫石交番所長さんから自転車の交通安全についての講習
会を開催し、有意義な一日となりました。

七ツ森地区
　107人が参加し３コースに分かれて地域への奉仕活動として
沿道清掃を行いました。活動を通して道路や地域を汚さない大
人に育ってくれることと思います。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。

御明神地区
　御明神小学校の児童、雫石高校の生徒たちと合同で竜川清掃
に取り組みました。小さなゴミはまだ捨てられていますが、回
を重ねるたびに粗大ゴミが減ってきていると感じました。その
後、盛岡西警察署少年課の下村さんに「サイバーネット犯罪」
に関する講話をいただいてから、ビンゴ大会をして活動を終え
ました。

御所地区
　7月28日に雫石町役場、全日空労組、町内郵便局長会の方々
と約180人で慰霊の森清掃作業を行いました。時が過ぎても忘
れることのできない事故を、作業を通じ改めて生徒たちに伝え
ることができました。８月26日には念願の町民運動会への参加
をすることができました。改めて地域行事に参加することの重
要性を感じました。

西山地区
　8月26日にNPOリバーパーク葛根田の協力を得て葛根田川
堤防清掃活動を行いました。その後、西山地区構造改善セン
ターに移動して保護司さんから講話をいただきました。暑い一
日でしたが、親子で触れ合うことができました。
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教育委員会議は、非公開事案以外は傍聴できます。【問い合わせ】学校教育課（692‒6577）

 教育委員会定例会リポート（8・9月）
―その１　議案編（９月）以下の議案が可決されました―

１．雫石町教育委員会委員長の選任について　上野宏委員が教育委員長に再任されました。

―その２　質疑応答編（８月）―
①東京芸術大学「ふれあいコンサート」について
　　　毎年、東京芸術大学の様々な学科を合宿に招
いて、ワークショップ、コンサート等を行ってい
るようだが、今年はお盆直前の週末に開催された。
お盆前の忙しい日程で、聴きたくても聴きに行け
ない町民があったと思われる。開催時期を工夫し
てはどうか。
　　　この事業は、平成18年度から始まったもの
で、２年ごとに異なる学科を招いて実施しており
ます。今年度から２年間は、管楽器を専門とする
学科が来町することとなりました。今回は、この
学科を担当する教授の予定が立て込んでいたた
め、やむを得ずお盆直前の開催となってしまいま
した。ただ、来年度も同じ学科が来町する予定で、
今回の反省を元に町民が観賞しやすい日程で調整
したいと考えております。

②児童生徒の読解力について
　　　町内の小・中学生の学習への取り組みを見て
いると、問題の理解力が不足しているように感じ
るが教育委員会ではどう評価しているか。
　　　ご指摘のとおり、町内の小・中学生には理解
力が不足していると感じることはあります。算数
及び数学の応用問題を解くにしても、問題を理解
する力「読解力」が最も必要であり、テスト等の
結果を見てもその部分に弱点があるものと感じて
おります。その点も踏まえ、各小・中学校の先生
方に成績アップのポイントの一つとして、「読解
力の強化」を呼びかけていきたいと考えておりま
す。

　いつも色あせた青い、しわしわの
ワンピースを着ているワンダ。そん
なワンダが「百枚のドレスを持って
いる」と発言したところから、同級
生の女の子たちは毎日ワンダをから
かうようになります。
　ワンダが教室にこなくなったと
き、ワンダをからかっていたペギー
とマラディンは…。　

～家読におすすめ〈シリーズ ｢読み聞かせグループのおすすめ①｣〉町では『家読』に取り組んでいます～
　今月から、町内で活動している読み聞かせグループからの「おすすめの一冊」を紹介します。今回は、御明神
小学校のグループ「みかん」と、町立図書館や多くの学校で読み聞かせをしている「おはなしの雫」です。

　ひさは、無口でおとなしく、自分
がかばって幼い子を助けたこともな
んにも言わない、そんな子でした。
ある大雨ばかりふる夏のこと、川に
落ちた小さな男の子がわあわあ泣い
て帰ってきたのです。そのとき、ひ
さは 岩崎ちひろさんの絵がひさの
持つ優しさ、そして心の強さを表現
しています。

　「青田早苗ちゃんのつづきが知り
たいんじゃ。」「本ではなくて青田早
苗ちゃんのつづきですか？」ある日、
図書館に勤める桃さんの元に、さっ
ぱりわけがわからないお願いが！実
は「はだかの王さま」や「七匹のこ
やぎ」の登場人物が自分の本を読ん
でくれた読者のつづきを知りたがっ
ていたのです。本が好きな大人の皆
さんにもおすすめの本です。

…「みかん」おすすめ
ひさの星〔斎藤隆介・作/岩崎ちひ
ろ・絵〕㈱岩崎書店

…「おはなしの雫」おすすめ
☆つづきの図書館〔柏葉　幸子・作/
山本　容子・絵〕㈱講談社

…「おはなしの雫」おすすめ
☆百まいのドレス〔エレナー・エス
ティス作/石井桃子訳/ルイス・スロ
ボドキン絵〕㈱岩波書店

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〉

　　委員 　　委員

　　教委

　　教委

＊このほかにも、雫石中セミナーハウスの利用状況について、雫石中耐震化について、敬老会への小学生の
参加について、放射性物質濃度測定についてなどが話し合われました。

275_209_307.indd   3 12/10/04   17:27



4  広報●教育しずくいし●2012●10●No.91●

　パソコン及び文書作成ソフト ( ワード ) の基本操作
を学び、文書の作成や編集作業等の応用操作を行います。
【日　時】10月29日～12月17日
　　　　 毎週月曜・全８回　19：00～21：00
【場　所】御明神公民館・集会室
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【持ち物】筆記用具等
【受講料】1,000円（テキスト代別途）
【申し込み】10月25日（木）までに御明神公民館へお
申し込みください（受付：平日８：30～17：15）。

【日　時】11月13日（火）８：30町役場前または
 ８：40御明神振興センター集合・出発／14：30解散
【見学場所】旧御明神村の史跡や神社等の見学・散策
・多賀神社　　　　　　  ・旧橋場駅
・橋場関所跡（御番所跡）・旧秋田街道
・からかさ松　・道の駅「雫石あねっこ」　ほか（天
候や交通事情により、変更の場合があります。）
【参加費】1,000円（保険料・昼食代等）
【定　員】先着25人
【申し込み】社会教育課へ10月17日（水）～25日（木）
までにお申し込みください（内線284）。

≪昨年アンケートより抜粋≫
・今回で３回目になります。毎回楽しみにしていて、
その期待は裏切られることはありません。今回も、
じっくりと聴かせて頂きました。
・自分で作品を読むのとは違った印象で再発見する
ことができました。癒しの時間でした。
・毎回楽しみに参加させて頂いております。いつも
ながらお見事な二人でした。情景が浮かび引き込
まれます。

【日　時】11月８日～12月６日
　　　 　毎週木曜・全５回　19：00～21：00
【場　所】西山公民館・パソコン体験実習室
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【持ち物】筆記用具等
【受講料】1,000円（テキスト代別途）
【申し込み】10月18日（木）～25日（木）までに西山公
民館へお申し込みください（受付：平日８：30～
17：15）。

　毎回500 kcal に抑えたメニューの調理実習と試食を
開催します。ダイエットに、美肌に、財布に協力的な
実行委員会です。
【日　時】11月28日（水）10：00～13：00
【場　所】中央公民館・調理実習室
【献　立】豆腐のおやき　ほか
【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８日（木）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】無料託児室を準備します。ご希望の方は
事前にお申し込みください。

御明神公民館　初級パソコン教室

第２回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）
～町内歴史散歩　旧御明神村～

雫石なんだり鑑賞教室～おとなのための朗読編
―浅田次郎作「ラブ・レター」詳しくは折込ちらしを！

西山公民館　パソコン教室～デジカメ画像編集編

ヘルシークッキング～ 500Kcal実行委員会～

 【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 ://yokobs.net/sitei_kanri/hot_swim/index.html/

【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

スキーレッスン参加者　募集中 !!
◎雫石ジュニアレーシングチーム（小学生向け）
【活動日】12月～３月までの土日、祝日
　　　　 8：30～15：00
【大会参加】県内外６大会以上参戦予定
【参加費】30,000円（大会参加費、保険料込）

◎チャイルドスキーメイト（小学生向け）
【活動日】12月～３月までの日曜日
　　　　 9：00～12：00（全10回予定）
【参加費】10,000円（保険料込）

◎サンデーワンポイントレッスン（一般中級者向け）
【活動日】12月～３月までの日曜日
　　　　 13：15～15：15（全10回予定）
【参加費】6,000円（保険加入は各自）

募集要項など、詳しくは雫石町スキー連盟のホーム
ページをご覧ください。
【問い合わせ】NPO雫石町スキー連盟　692‒4197
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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！

③第41回雫石町民相撲大会　～９月１日（土）
・団体の部【優　勝】安庭小学校A　【準優勝】南畑スポーツ少年団　【第３位】雫石小学校
・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）中川　龍星（雫石） 吉田　優吾（雫石） 伊藤　広樹（安庭） 谷地　　望（御明神）
準優勝 横欠　海飛（御明神）中村　涼真（雫石） 田屋舘　純（安庭） 横欠　旭飛（御明神）細川　　雅（南畑）
3　位 米田　藍斗（御明神）鎌田　航也（雫石） 煙山　太一（南畑） 越川　静流（西根） 高橋　杏美（南畑）
4　位 杉下　生眞（西根） 小林　直也（西根） 高橋　蒼真（安庭） 鈴木　悠斗（西根） 米澤　ゆりや（雫石）
5　位 新里　岳士（御明神）千葉　陽生（西根） 古舘　大詩（雫石） 煙山　寛太郎（南畑）米田　舞桜（御明神）
6　位 小笠原　彩（安庭） 渋田　敦樹（安庭） 渡邉　颯太（雫石） 高橋　拓也（安庭） 細川　美衣菜（南畑）

雫中生大活躍！！ 各種スポーツ大会結果報告（敬称略）
①岩手地区中学校陸上競技大会　～８月29日（水）
【男子】　総合　２位　99点 【女子】　総合　３位　70点
・１年100ｍ ２位 松原　恭太 12秒85 ・１年100ｍ ６位 水口　優依 15秒23
・１年1500ｍ ４位 松井　僚亮 ４分59秒95 ・１年1500ｍ ６位 横手　純寧 ５分39秒48
・２年100ｍ ４位 簗場　　丈 12秒52 ・２年100ｍ ６位 水口　真憂 14秒93
・３年100ｍ ２位 簗場　　廉 11秒94 ・３年100ｍ １位 中村　美弥 13秒68
・共通200ｍ ２位 簗場　　廉 24秒22 ・共通200ｍ ２位 中村　美弥 28秒02
・共通400m ２位 古川端倫太郎 56秒07 ・共通800ｍ ４位 吉田　彩花 ２分32秒02
・共通800m １位 小林　秀伎 ２分06秒53 ・共通100ｍＨ ４位 徳田　志織 19秒33
・共通3000ｍ ６位 古館　楓太 10分22秒83 ・共通走高跳 ４位 徳田　志織 １ｍ33
・共通110ｍＨ ４位 村崎　拓斗 17秒64 ・共通走幅跳 １位 小田日葉理 ４ｍ38
・共通走高跳 ５位 田中　聖就 １ｍ55 ・２・３年1500ｍ ５位 高橋　　杏 ５分23秒99
・共通棒高跳 ２位 正木　慎一 ３ｍ50 ・共通四種競技 ４位 佐賀　葉月 1,187点
・共通走幅跳 ２位 川崎　龍清 ５ｍ70 ・低学年４

×

100ｍリレー　2位
・共通砲丸投げ ４位 櫻　　　亮 10ｍ07 　　（鈴木、小田、水口、新里） 56秒22
・２・３年1500ｍ ２位 藤本　雄大 ４分32秒04 ・最強４

×

100ｍリレー　2位
・共通四種競技 １位 阿部　智幸 1,852点 　　（武智、中村、徳田、水口） 54秒97
・低学年４

×

100ｍリレー　2位
　　（澁田、林尻、村崎、松原） 48秒69

②岩手地区中学校新人体育大会結果報告（３位以内＆県大会出場分）～９月15日（土）～16日（日）
【野球】優勝（県大会出場） 【バドミントン女子団体】２位
【ソフトボール】２位　【サッカー】２位 【バトミントン女子個人】
【バスケットボール男子】２位 シングルス　2位　櫻田（県大会出場）
【バスケットボール女子】２位 　　　　　　3位　日戸／谷地
【バレーボール男子】２位（県大会出場） ダブルス　　3位　細川・田口組
【バレーボール女子】優勝（県大会出場） 【卓球男子個人】優勝　石亀（県大会出場）
【ソフトテニス男子団体】３位 【卓球女子団体】優勝（県大会出場）
【ソフトテニス女子個人】 【卓球女子個人】優勝　上中屋敷　2位　佐々木

５位　簗場・高橋組（県大会出場） 　　　　　　　 ベスト８堂屋（県大会出場）
【バドミントン男子団体】優勝（県大会出場） 【柔道男子団体】３位
【バドミントン男子個人】 【柔道男子個人】
シングルス　優勝　丹内　2位　細川（県大会出場） 55㎏級　２位　金澤秀斗（県大会出場）
　　　　　　３位　木田 　　　　　　　　　３位　金澤恵汰
ダブルス　　優勝　高村・駒木野組（県大会出場） 73㎏級　２位　工藤　　 （県大会出場）
　　　　　　３位　鈴木・上野組／石田・大和組 【剣道男子団体】３位（県大会出場）

④第47回雫石町壮年ソフトボール大会　
～９月９日（日）

【優　勝】大村行政区　【準優勝】野中行政区
【第３位】晴山行政区／八区行政区

⑤第11回雫石町ふれあい女性ソフトボール大会
　　　　　　　　　　　　　　　～９月９日（日）
【優　勝】御明神体育会　【準優勝】SSC
【第３位】晴山行政区
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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18日（木） 10：30から
【会　場】中央公民館　視聴覚室
【プログラム】
・えほん…『おんなじおんなじ』ほか
・かみしばい…『なかよしおはしのはーちゃんしーちゃん』
・ペープサート…『そっくりで』
・こうさく…『でんでんだいこをつくろう』　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】10月27日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『せかいいちのはなし』…北　彰介・作
・『くつやのねこ』…いまい　あやの・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！（8/21～9/20受け入れ分　計173冊）

・きいろのてじなし……………ブルーノ・ムナーリ
・少年探偵カケルとタクト ２ …………佐藤　四郎
・できそこないのおとぎばなし……いとう　ひろし
・どんぐりむらのおまわりさん………なかや　みわ
・だれもしらないバクさんのよる …まつざわ　ありさ
・スクールガール・エクスプレス38………芦辺　拓
・たまねぎちゃんあららら！…………長野　ヒデ子
・リックとさまよえる幽霊たち
　　　　　　　　 …………エヴァ・イボットソン
・へんしんおんせん………………あきやま　ただし
・NPO法人で働く ………………………小堂　敏郎
・よしこがもえた……………………たかとう　匡子
・３つのなぞ………………… ジョン・J・ミュース
・保健室の日曜日………………………村上　しいこ
・ヒストリー・キーパーズ（上・下）
　　　　　　　　 ……………ダミアン・ディベン
・願いがかなうふしぎな日記……………本田　有明

● ヤング・児童書 ●

〈10～11月の休館日ご案内〉
【10月】15、22、29日
【11月】3、5、12、19、23、26日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・下りる。………………………………ひろ　さちや
・ 自分で作る！幸せを呼ぶパワーストーンブレス
レット …………………………… 豊原　匠志 監修

・最高齢プロフェッショナルの条件 …徳間書店取材班
・女たちの武装解除………………………小島　慶子
・めぐみと私の35年……………………横田　早紀江
・病気をよせつけない足をつくる………湯浅　景元
・日本の歴史本当は何がすごいのか……田中　英道
・僕らの仕事は応援団。……………我武者羅應援團
・救国の八策………………………………佐々　淳行
・ 男が40を過ぎてなんとなく不調を感じ始めたら読
む本 ………………………………………秋下　雅弘

・甦れ、日本……………………………櫻井　よしこ
・おもかげ復元師の震災絵日記………笹原　留依子
・おじさん図鑑………………………なかむら　るみ

・禅は急げ！～落護寺・雲水相談室事件簿～
　　　　　　　　 …………………………桂　美人
・白衣の神様………………………………結城　五郎
・宿 神（第１巻・第２巻） …………………夢枕　獏
・赤猫異聞…………………………………浅田　次郎
・光圀伝………………………………………冲方　丁
・ナモナキラクエン………………………小路　幸也
・不法愛妻家……………………デビット・ゾペティ
・占領都市～TOKYO YEAR ZERO ２～
　　　　　　　　 …………デイヴィッド・ピース
・先生のお庭番…………………………朝井　まかて
・はかぼんさん…………………………さだ　まさし
・ソロモンの偽証 第１部 ……………宮部　みゆき
・冥土めぐり……………………………鹿島田　真希
・回廊封鎖…………………………………佐々木　譲
・カラマーゾフの妹………………………高野　史緒
・アイ・コレクター…セバスチャン・フィツェック

①企画展「2012上半期ベストリーダ」
　今回は「一般・小説」部門のベストリーダを発表しま
す。図書館内企画展コーナーで展示発表中！あなたが出
会った作品が、ランキング入りしているでしょうか？
　ちなみに2011上半期ベストリーダ（ベスト３）は…
順位 書　　名 著　者　名 貸出回数
１ 麒麟の翼 東野　圭吾 18
２ 冥府小町 澤田　ふじ子 17
３ 華麗なる欺き 新堂　冬樹 16

②秋といえば…読書の秋！2012読書週間

 10月27日～ 11月９日は読書週間です。この機会に是
非お気に入りの一冊を探してみては？

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」№89 七ツ森小学校　編～

次回は安庭小学校からの情報をお送りする予定です。

輝け！七ツ森の金管 七ツ森小学校　校長　吉田　敏子

　本校では、創設以来、５～６年児童全員が金管バンドに取り組んでいます。運動会ではマーチング、学習発表会・
町小中音楽会では演奏発表、卒業式や入学式では入場・退場曲の演奏をしています。
　練習は、４年生から始まります。９月までは、マウスピースで音を出す練習をします。最初はうまく音が出せなく
ても、だんだん上手になってきます。10月頃から少しずつ楽器で音を出すことに取り組みます。コルネット、アルト
ホルン、トロンボーン、ユーホニウム、チューバなど、興味のある楽器に挑戦してみます。12月になると担当の楽器
が決まり、６年生から引き継ぎを受け、練習曲「チューリップ」に取り組みます。この曲が、５年生になった時の運
動会でのデビュー曲になります。
　５～６年生は、特設「金管」の時間に、ほぼ１年を通して練
習に取り組みます。やや難しい曲にも挑戦するため、朝や昼休
みには、音楽室から自主練習に取り組んでいる金管の音が聞こ
えてくることもしばしばあります。
　５～６年生全員で金管バンドに取り組み、心をひとつに美し
い演奏を目指してがんばる……先輩達から受け継がれてきたこ
の伝統は、子ども達の心を豊かに育み、子ども達を一層輝かせ
てくれることと思います。

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！

読書大好き雫石っ子！家読特集② 第6回雫石町親子読書のつどいを開催！
　今年の親子読書のつどいは、11月17日（土）9：00から12：00まで雫石町中央公民館で開催します。
９：00～９：15　オープニングセレモニーでの本の紹介 　心に残る素敵な絵本が紹介されますよ。
９：20～10：10　読み聞かせお話し会 　幼児・小学１年生・２年生・中学年・高学年以上向けと
５つのお話し会。町内の読み聞かせボランティアさん達が楽しいプログラムを準備中です。
10：20～11：50　（子ども向け）雫石の昔語り！読書クイズ！
　雫石の昔話を聴いたり、クイズやゲームで遊んだり…。いろんな形で本の楽しさが味わえます。
10：20～11：50　（大人向け）読み聞かせ講習会
　近年、注目を浴びている読み聞かせ。そのポイントを実践家の方に教えていただきます。大船渡市・陸前高田
市で活躍されている「読書ボランティアおはなしころりん」代表の江刺由紀子氏を講師にお迎えします。

気になるプログラムだけの参加もOKです。ぜひ多数ご参加ください。

読書大好き雫石っ子！家読特集① 今年度の家読標語入選作品紹介！（敬称略）
　今年度も『読書大好き雫石っ子』推進の一環で、「家庭での読書」を広げようと、町内小学生から家読標語を募集し、
校内審査を経て197点が出品されました。町教育振興運動推進協議会の５人の審査員による最終審査の結果、各学年
２点が入選作品に選ばれました。応募していただいた児童の皆さん、本当にありがとうございました。

（1）小学校低学年の部
☆　こえにだし　本読みすると　みな笑顔 （新里　侑真（ゆうま）　 橋場小１年）
☆　てれびけす　いっしょによもうよ　おとうさん （大坊　心彩人（みさと） 御明神小１年）
☆　たのしいな　本はわたしの　たからばこ （細川　花凛（かりん）　 七ツ森小２年）
☆　本読むと　ぼくの心が　チェンジする （村田　和久（かずひさ） 大村小２年）

（2）小学校中学年の部
☆　たのしいな　本のせかいへ　さあどうぞ （高橋　勇斗（ゆうと） 雫石小３年）
☆　ドッキドキ　つぎのページが　楽しみだ （川代　詩（うた）　 安庭小３年）
☆　この続き　しおりをはさみ　また明日 （高橋　史穂（しほ）　 上長山小４年）
☆　図書館へ　早くかりたい　あの本を （米澤　結菜（ゆな） 南畑小４年）

（3）小学校高学年の部
☆　本を読み　テレビを見ない　一週間 （堀切　海斗（かいと） 西根小５年）
☆　お母さん　こんどは私が　読み聞かせ （西村　和心（わこ） 下長山小５年）
☆　伝記読み　理想の生き方　考える （上野　鈴夏（すずか） 上長山小６年）
☆　本読んで　たくさん貯めよう　読書貯金 （細川　雅（みやび） 南畑小６年）
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広報「教育しずくいし」11月号は　11月８日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　先日、町子ども会育成会連合会主催の子ども会リーダー研修会
に統導者として参加してきました。夕食のカレー作りでは、自分
から役割を見つけて、活動する子ども達の姿に感心！雫石っ子の
自主性に刺激を受けた１泊２日の研修会でした。（Ｎ）

　発掘調査（野外）も残すところあと１ヶ月。今回は土器や石器
の出土量が予想をはるかに超え、早くも冬場の整理作業が心配…。
それはさておき、20日（土）10：30から現地説明会を開催！竪穴住
居跡もきれいに出ています。ぜひご来場ください！（Yasu）

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！

～小学校に入学するお子さんをお持ちの保護者のみなさん。お子さんの入学について心配なことはありませんか？～

教育相談員へ遠慮なくご相談ください。
　教育委員会では、入学予定児の保護者の方の様々な悩みや相談を伺い、お子さんの進路につ
いてより良い方向を考えていくため、就学相談を行っています。そのお手伝いをするのが教育
相談員です。就学相談では、お子さんの入学先や進路について教育委員会の案を勧めるという
ことではなく、保護者の方の希望や不安を聞かせて頂くことを優先して行っています。
　ご希望に応じて、お子さんの入学予定の学校から説明を受けることも出来ます。その際は教
育相談員が同行いたしますのでご安心ください。
　また、特別支援学校の専門員とも連携して専門的な質問にも対応いたします。

【問い合わせ先】教育相談員・熊谷幸子692‒2111内線297（雫石町教育委員会内）

「華～次へとつなぐメモリアル」　文化の香り漂う雫中祭 ～９月29日（土）

　雫石中学校（田口功校長、全校生徒466人）の文化祭「雫中祭」が９月29日に開催され、家族、卒業生、地域の方が次々
に訪れ、展示された作品とステージ発表を堪能しました。展示の中では、美術部の作品のレベルの高さと保健委員
会が行った「虫歯の治療と歯磨き励行」の活動報告が目を引いていました。ステージ発表では、例年の合唱コンクー
ル、吹奏楽部コンサート、応援団・チア発表に「私の主張発表」と「英語暗唱発表」が加わり、文化の香りをいっ
そう際だたせていました。合唱のレベルは年々上がっており、県大会金賞の吹奏楽の音色も素晴らしかったです。
伝統の応援団・チアの発表は、今年も存分に楽しませてくれました。

トピックス1

【10月】
　13日㈯ 雫石町スポーツレクリエーション健康祭
　14日㈰ 平成24年度雫石地区行政区対抗卓球大会
　18日㈭ 岩手地区中学校総合文化祭
　20日㈯ 小学校学習発表会
 （七ツ森・西根・橋場・安庭）
　20日㈯～21日㈰　県中学校新人体育大会（前期）
　24日㈬ 教育委員会議
　26日㈮～27日㈯　雫石高校思郷祭
　27日㈯ 小学校学習発表会
（雫石・上長山・下長山・御明神・大村・南畑）
　28日㈰ 平成24年度雫石町卓球選手権大会兼
　　　　 第32回雫石町行政区対抗卓球大会

【11月】
　２日㈮～４日㈰　第48回雫石町総合芸術祭
　４日㈰ 西山地区ソフトバレーボール大会
　９日㈮ 第59回雫石町小・中学校音楽祭
　17日㈯～18日㈰　県中学校新人体育大会（後期）
　18日㈰ 第38回雫石町内継走大会
　　　　　午前９時30分町陸上競技場スタート！
　22日㈭ 教育委員会議
　23日（金・祝）第55回雫石町無形文化財芸能祭
　　　　　　午前９時　野菊ホールで開演！
　28日㈬ 小・小連携交流会

（雫石・下長山・御明神・大村・南畑・安庭）
　29日㈭ 小・小連携交流会
 （七ツ森・上長山・西根・橋場）

格調高いと評判だった美術部の作品 会場にいる誰もが心を揺さぶられた全
校合唱「大地の歌」

11月の県中学校総合文化祭に出演決定
した伝統の応援団・チア
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