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スポーツの秋！２０１２雫石町スポーツ・レクリエーション健康祭！

「生涯スポーツ推進月間」である10月、町内では多くのスポーツイベントが開催されました。
10月13日
（土）
には、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満喫しました。
午前中はグラウンド・ゴルフ体験コーナーや輪投げ大会、陸上記録会といった種目のほか、健康運動指導士・藤野
恵美先生による健康体操、保健師による健康チェックなどが行われました。
また、午後からは昨年度開催された山口国体の軟式野球競技岩手県代表チーム「オール岩手」による小学生野球教
室が開催され、町内の野球少年70人が集い、年代別練習やポジション別練習を行いました。「上手くなりたい」、「野
球が好き」
、そんな思いが伝わるほど、子供たちは真剣に練習に打ち込んでいました。

老若男女を問わず、世代間交流ができる ウォーミングアップのほか、参加者の年 2016いわて国体の雫石町開催競技アー
輪投げ大会
齢に合わせて行った健康体操
チェリー

大人になると矯正できないボールの握り 教室の最後には、待ちに待ったバッティ 文武両道、今後の活躍が期待されます
方はプレイの基本中の基本
ング練習も行いました
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雫石中・村上純人選手が見事全国優勝！
２０１２全国ジュニアサマーノルディックスキー大会

2012全国ジュニアサマーノルディックスキー大会が秋田県鹿角市で開催され、中学生ノル
ディックコンバインドの部で、雫石中学校３年の村上純人選手が昨年の４位から今年は見事優勝
を飾りました。
前半ジャンプ終了時点ではトップと47秒差の７位でしたが、後半のランニング３㎞（１㎞×３
周）の１周目後半でトップを捕え逆転、そのまま後続を引離し２位に42秒差をつける激走でゴー
ル！サマーシーズン最終戦で優勝し、ウィンターシーズンへ弾みをつけました。今後の活躍が大
いに期待されます。
〔

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

★しずくいしの教育 特集 町教育振興運動実践交流会…2
★家読におすすめ・定例会リポート…………………………3
★各種講座・教室案内・スポーツ結果…………………4 〜 5
家読標語コンクール

〜もくじ〜

〕

★読み聞かせ・新着図書紹介・図書館情報…………………6
★シリーズ「輝」………………………………………………7
★トピックス・行事予定………………………………… 7〜8

入選作品

いもうとに

今日はぼくが

読むばんだ

（茅橋

歩夢

上長山小 3 年）
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特集
【日
【場

〜平成24年度雫石町教育振興運動実践交流会 開催！〜

時】12月１日
（土）13：00〜
所】中央公民館・野菊ホール

昨年度の様子

開会行事 ･･･13：00〜

平成24年度家読標語コンクールの表彰式も行います。

講 演 会 ･･･13：30〜

国立病院機構仙台医療センター小児科医長田澤雄作氏の講演

「子どもたちに心のワクチン！メディアワクチン！」と題し、テレビ・ビデオ・ゲームなどの非現実的映像の
影響について講演していただきます。

活動発表・実践報告 ･･･14：50頃〜
実践報告 ･･･15：20頃〜

上長山実践区から、読み聞かせの様子を紹介していただきます。

御明神・南畑小実践区からの報告です。感想や意見交流もあります。

●●●３実践区の実践活動紹介●●●

上長山小学校実践区
上長山小学校実践区では、学校・家庭・地域が連携し「上
小オアシス」の実践を通して、心身ともに健全な児童をめざ
して活動を行ってきました。地域の皆さんのご指導・ご協力
を得て餅米の栽培を行い、地域の農業に関わる方の苦労や喜
びを学んでいます。そして、毎週水曜日の朝活動で実施され
る「こまくさお話の森」の皆さんによる読み聞かせは、子ど
もたちの、心を育む大切な活動となっています。今回は、読
み聞かせの様子を紹介したいと思います。

御明神小学校実践区
御明神小実践区では、初めに、家庭生活アンケートを実施
し全児童の実態把握を行いました。次に、その結果分析をも
とに「平日のテレビ視聴時間の削減」と「家庭学習と家読の
時間の増加」を今年度の重点課題に設定しました。これまで、
学校・児童・家庭が連携してこの課題達成に向けて取り組み
を進めてきました。11月に２度目のアンケートを実施し、１
回目の結果と比べ児童の変容を確かめます。教育振興実践交
流会では、これまでの具体的な取り組みやその成果及び課題
について発表する予定です。

南畑小学校実践区
南畑小学校実践区では、「家庭学習の習慣化」・「挨拶運
動」
・
「家読10運動」の三つを重点課題に掲げ、実践を重ね４
年目を迎えています。その中でも「家庭学習の習慣化」は大
きな成果をあげ、全校児童28人全員が毎日毎日、家庭学習に
取り組んでおり、習慣化が図られたと言える状況となりまし
た。この実践と挨拶運動を中心に発表する予定です。

【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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第２回小・小連携交流会を開催します！

〜11月28日
（水）
・29日
（木）
〜

Ａグループは御明神小学校を会場に雫石、下長山、御明神、大村、南畑、安庭の６校の子どもたちが、Ｂグルー
プは七ツ森小学校を会場に、七ツ森、上長山、西根、橋場の４校の子どもたちが、それぞれ特設クラスにて交流し
ます。町の取り組みとして３年目のこの小・小連携交流会は、児童の交流はもちろん、町内の児童全員の健全育成
を目指している先生方にも有意義な交流の場にもなってきております。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）の日程で行われます。保護者の方々、地域の方々に子どもたちの頑張りをぜ
ひ見ていただきたいと思いますので、それぞれの会場にお気軽にお越しください。

〜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②｣〉 町では『家読』に取り組んでいます〜
町内で活動中の読み聞かせグループのおすすめを紹介するシリーズ！今回は、毎月中央公民館でお話し会をし
ている「たんぽぽおはなし会」と「おはなしの雫」の２グループ、そして雫石中学校のおすすめです。

幼児・小学校低学年向け

小学校高学年向け

中学生向け

「たんぽぽおはなし会」おすすめ
きかんしゃ やえもん〔阿川弘之・
文/岡部冬彦・絵〕㈱岩波書店

「おはなしの雫」おすすめ
対訳21世紀に生きる君たちへ〔司馬
遼太郎・著/ドナルド・キーン・監訳/ロ
バート・ミンツァー・訳〕㈱朝日出版社

雫石中学校おすすめ
きみが見つける物語 ティーンエイ
ジ・レボリューション㈱角川書店

いなかのまちの、きかんしゃ「や
えもん」は、
長い間はたらいたので、
としをとってくたびれていました。
ある日「やえもん」のはきだした赤
い火の粉が稲むらにかかり、燃え始
めたから村じゅう大さわぎ。
「やえ
もん」はこわされて、くず鉄にされ
ることになりま
した。ところが
…。

1996年に亡くなった著者の司馬遼
太郎氏は「竜馬がゆく」などの歴史
小説、コラムなどで幅広く活躍した
小説家です。21世紀を見ることがで
きないと悟った著者が「21世紀を生
きる君たちへ」贈った言葉とは？

「きみが見つかる物語」は有名な
作家さんが書いた「十代のための新
名作」を集めた短編集です。本を読
みたいけど、何を読んだらいいかわ
からないとき、是非この本を手に
取ってみて下さい。きっとお気に入
りの作品が見つかりますよ。

〈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）
―その１ 議案編（10月）
―
10月定例会で審議された議案はありませんでした。
―その２

質疑応答編（９月）
―

①秋田県の学習への取り組みについて
委員 盛岡教育事務所管内で秋田県へ研修に行って
きたようだが、秋田県の学習へ対する取り組み内
容等、見習うべき点はどんなところか。
教委 取り組みの内容としては、当町とほとんど変
わりませんでしたが、児童生徒の学習に対する集
中度及び本気度が違うような印象を受けました。
家庭学習を行うだけでなく、それを点検する、次
の授業に生かすなど、目的を持ち繋がりのある学
習が日常的に行われており、児童生徒の積極性も
優れているように感じました。この部分について
は、町内の小・中学校にも呼びかけていきたいと
思っております。

②スポーツ少年団の活動時間について
委員 中学校のスポ少の活動時間が21時までとなっ
ているようだが、さすがに長すぎると感じる。教
育委員会としてどう考えるか。
教委 それぞれの種目によって異なりますが、部活
動として18時まで活動してその後スポ少活動とし
て21時まで行うとなると、生活面で支障が出てく
るのではと感じます。今年度中に、教育委員会、
中学校、スポ少指導者及び父母会等全体での話し
合いの機会を持ち、統一的な取り決めを行いたい
と考えております。

＊このほかにも、子供会のリーダー交流会について、いじめの問題について、地区公民館の体育行事につい
て、小日谷地Ⅰ B 遺跡についてなどが話し合われました。
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）
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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 ://yokobs.net/sitei̲kanri/hot̲swim/index.html/
【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

コダワリクッキング〜グットエプロン倶楽部〜

子育て息抜き講座〜ママが私になる時間その2

〜おいしい赤飯を炊こう〜

〜ハーブとアロマの楽しみ方〜

【日 時】12月23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・定員】町内在住または勤務の方・先着15人
【申し込み】12月13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。

素敵な香りでリフレッシュ♪
イライラママからスマイルママへ
【日 時】12月15日（土）10：00〜12：00
【場 所】中央公民館
【講 師】ハーブ＆アロマ ティースプーン
店長 庄司 祐子さん
【受講料】１人300円（材料費200円別途）
【対象・定員】町内の子育て中、または、これから
子育てに入る方・先着30人
【申し込み】12月７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。

第７回雫石町民ゲートボール大会
【開催日】11月25日（日）
【場 所】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人で
構成します。
・希望により、監督または主将を雫石町ゲートボー
ル協会から派遣します。
・参加者が５人に満たない行政区は、１人からでも
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20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（水曜定休695‑2031・担当：
木村）に申し込みください（申し込み用紙も同所
にあります）。

御所公民館おやつ教室
〜クリスマスケーキを作ろう〜
【日 時】12月16日（日）９：30〜12：00
【場 所】御所公民館
【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
※申込多数の場合午後から追加開催します。
【申し込み】12月12日（水）までに御所公民館へお申
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。
【持ち物等】エプロン、三角巾

紙飛行機雫石大会
【日 時】12月９日（日）13：00〜16：00
【場 所】雫石町営体育館
【参加費】 1 人300円
【定 員】小学生以下 先着40人
中学生以上 先着30人
【競技内容】飛行時間を計測します。
【申し込み】所定の用紙により、町営体育館（担当：
吉田・天瀬）へお申し込みください（11月19日か
ら受付開始）。申し込み用紙も同所にあります。
雫石町営体育館無料開放
12月２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。
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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！

学校施設開放利用を活用ください
社会教育課では、スポーツ活動等で学校体育施設の利用を希望する町内団体に対し、学校体育施設の開
放利用許可を行っています。関連規則と学校側の指示を順守のうえ、ご利用ください。
【利用可能団体】
①行政区②子供会/学童保育クラブ/保育所（園）/幼稚園③町体育協会登録スポーツ少年団④地区体育会
⑤㈶雫石町体育協会加盟の各種目別協会等⑥町内企業等⑦その他教育長が必要と認めた団体
【申請手順】
①団体登録の実施
申請者は、年度初めまたは利用開始前に教育委員会に雫石町立学校開放事業団体登録申請（許可）書（様
式１号）を提出します。規定により、団体審査を実施し、許可書を発行します。
②利用申請の提出
団体登録完了後、利用施設（学校）に雫石町立学校施設開放利用申請（許
可）書 （様式２号）を提出し、学校長からの許可を得た後、教育委員会
が許可書を送付します。月ごとの申請の場合、利用計画書を添付し、１日
利用の場合、申請書のみの提出となります。
【問い合わせ】社会教育課（692 2111 内288）

今月も雫中生が大活躍!!各種スポーツ大会結果報告（敬称略）
①岩手県中学校新人戦（前期）

≪後期日程≫11月17日（土）〜18日（日）

〜 10月20日
（土）〜21日（日）
【野球】ベスト８

○バレーボール男子・女子（奥州市総合体育館）

雫石１−２花巻（２回戦）

【卓球女子団体】準優勝

○バドミントン男子・女子（花巻市総合体育館）

雫石０−３花泉（決勝）

○柔道（北上市総合体育館）

【陸上】総合男子５位
２年男子1500ｍ

７位

藤村秦也

共通男子3000ｍ

２位

柿木郁人

共通男子110ｍＨ

５位

村崎拓斗

共通男子砲丸投げ

８位

川﨑斗夜

○剣道（岩手県営武道館）
雫中生の頑張りに声援をお願いします！
②岩手地区中学校駅伝競走大会〜９月５日
（水）
【男子】２位 【女子】４位

共通男子４種競技

３位

村崎拓斗

男子、女子ともに10月５日（金）に行われた県大会に進出

共通女子100ｍＨ

３位

徳田志織

し、男子は10位、女子は27位と４月に行われた盛岡一周

共通女子４種競技

６位

徳田志織

継走大会の順位（男子20位、女子48位）を大幅に上回る
好成績を残しております。

③御所地区親睦ゴルフ大会
【優

〜９月30日（日）

勝】高橋義行 【準優勝】田屋舘徳衛 【第３位】米澤

④第41回雫石町スポーツ少年団秋季野球大会

誠

〜10月13日（土）・14日（日）

≪メインの部≫
【優

勝】西山ボンズ 【準優勝】雫石ダイナミックス野球 【第３位】御明神ゴールデンイーグルス

≪育成の部≫
【優

勝】雫石ベアーズ野球 【準優勝】御明神ゴールデンベアーズ 【第３位】西山ボンズＪｒ

⑤平成24年度雫石地区行政区対抗卓球大会
【優

〜10月14日（日）

勝】中町一行政区 【準優勝】七ツ森・丸谷地行政区 【第３位】晴山行政区／林行政区

⑥平成24年度雫石町民グラウンド・ゴルフ大会

〜10月27日（土）

≪男子≫
【優

勝】高村利雄 【準優勝】川井清次 【第３位】遠藤幸男

≪女子≫
【優

勝】前田テル 【準優勝】藤原トミ 【第３位】佐々木耀子
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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】11月15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…『どいてよへびくん』ほか
・かみしばい…『うどんくんとおそばちゃん』
・パネルシアター…『でんぐりでんぐり』
・こうさく…『ぼくのくるま、わたしのくるま』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！

「しずくいしおはなし会」
【日 時】11月24日（土）10：00から
【会 場】町立図書館
【プログラム】
・『忘れても好きだよおばあちゃん！』
…ダグマー・Ｈ・ミュラー・作
・『少年と子だぬき』…佐々木 たづ・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！（9/21〜10/20受け入れ分
● 小説 ●
・スイーパーズ〜モップガール ２〜 …加藤 実秋
・満月ケチャップライス…………………朱川 湊人
・翔る合戦屋…………………………………北沢 秋
・バビロンの魔女…………Ｄ．Ｊ．マッキントッシュ
・誕生日………………………カルロス・フエンテス
・煽動者……………………………………石持 浅海
・希望（仮）………………………………花村 萬月
・水のかたち（上・下）……………………宮本 輝
・花見ぬひまの……………………………諸田 玲子
・ノエル……………………………………道尾 秀介
・ソロモンの偽証 第２部 ……………宮部 みゆき
・無 罪…………………………スコット・トゥロー
・途中の一歩（上・下）…………………雫井 修介
・つむじダブル…………………… 小路 幸也 ほか
・新島八重その生涯………………………不破 俊輔
● 一般書 ●
・いのちの使い方………………………日野原 重明
・こころを看取る………………………押川 真喜子
・ブスの瞳に恋してる ４ ……………鈴木 おさむ
・この年齢だった！………………………酒井 順子
・家族の悩みにおこたえしましょう…信田 さよこ
・三谷幸喜のありふれた生活 10 ………三谷 幸喜
・世界一わかりやすい自治体の
「しくみ」と「ながれ」…………イノウ・編著
・大人のシックなレース編み 増補新版
…………パッチワーク通信社・編
・スポーツ選手の完全食事メニュー……川端 理香
・スープ １〜生まれ変わりの村 続〜 ……森田 健
・一緒に歩こ！〜ボクの育児日記〜……遠藤 雅大
・あなたのまわりの「コミュ障」な人たち
……………………………姜 昌勲
〈11〜12月の休館日ご案内〉
【11月】12、19、23、26日
【12月】3、10、17、24、29〜31日
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計96冊）

● ヤング・児童書 ●
・ありがとう３組…………………………乙武 洋匡
・コリドラス・テイルズ……………………斉藤 洋
・日本一周！鉄道大百科…………………山崎 友也
・クリスマスのりんご…… ルース・ソーヤー ほか
・どっちがへん？スペシャル………いわい としお
・小さいのが大きくて、大きいのが小さかったら
……………………エビ・ナウマン
・あたまにかきのき………………………唯野 元弘
・あるいてます……………………みやにし たつや
・いじめられている君へ いじめている君へ
いじめを見ている君へ………朝日新聞社・編
・まほうのコップ………………………長谷川 摂子
・シフト………………ジェニファー・ブラッドベリ
・成田国際空港 フライト準備OK ! …深光 富士男
・ドキッ心理テスト400 … マーク 矢崎治信・監修
・知ってびっくり！ 日本の歴史のお話（前・後）
……………………田代 脩・監修

町立図書館発！おすすめの本の紹介
「声の道場 〜日本の声が危ない〜」
「声の道場Ⅱ〜ハイハイ・ハイッのすすめ」
山村庸子・著 / 一世出版㈱
東京で大人気の「声の道場」主宰者
である観世流能楽師・山村庸子氏が町
立図書館に寄贈された２冊。先日盛岡
市で開催された「和のボイストレーニ
ング」には、100人を超える方々が参
加し、先生の指導により一瞬で聞きや
すい声に変わる様子に参加者から大反
響でした。なぜ、今日本の声が危ない
か、どう発声練習をするか、わかりや
すく具体的に書いてあり、読み聞かせ
ボランティア、教師など声を使う人は
もちろん、日常生活で声に悩みのある
人も必見の書です。
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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」№90

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

安庭小学校

心を育む「なべっこ遠足」
心
を育む「なべっこ遠足」

編〜
安庭小学校

副校長

吉田

淳子

安庭小学校では、教育諸活動等において、伝統のある
行事を大切にして進めています。そのひとつが全校児童
による野外炊事遠足「なべっこ遠足」です。毎年、道の
駅
「雫石あねっこ」
の隣の小柳沢砂防公園を訪れています。
今年も８月31日
（金）
に実施しました。１年生から６年
生まで12の縦割り班に分かれての豚汁作りでは、５・６
年生が、上手に低学年のお世話をしながら調理をするほ
ほえましい姿が見られます。２学期開始後、数回重ねて
きた全学年参加の班会議での作業等の計画がここで生か
され、何杯もおかわりしたくなるようなおいしい豚汁が
できあがります。
午後のウォークラリーでは、この縦割り班で問題を解
いてオートキャンプ場の中を歩きます。
「♪山ふところ
にいだかれて〜」ゴールに向かいながら、どの班も、班
全員で手をつないで大きな声で校歌を歌ってきました。
今年は、最後のチェックポイント後、
「班全員で手をつ
ないで大きな声で歌を歌う」ことになっていたのです。
そして、クライマックスには川遊び。川に向かって滑
る滑り台、生き物探し、そして川の流れに乗っての先生
たちがせき止めたところまでの川下り。
丸１日、自然の中で異学年の交流をするという貴重な
体験を通し、全校がますます兄弟のように仲良くなり、
思いやりや感謝の心を育んでいます。

次回は下長山小学校からの情報をお送りする予定です。

トピックス1 縄文時代のムラの跡・小日谷地I B遺跡発掘調査 現地説明会開催！
10月20日
（土）、町中央水道事業所付近に広がる縄文時代（およそ4,500年前）の遺跡、小日谷地ⅠB遺跡で現地説
明会を行いました。今回の調査では竪穴住居跡が７棟見つかっているほか、縄文土器も重量換算で1.5トンほど出土
しています。当日は町内外から約50人が参加し、担当者からの説明の後、自由に調査現場や出土したものを見学しま
した。特に「伏伫（ふせがめ）
」と呼ばれる特殊な土器の見学では、参加者の方々から感嘆の声があがっていました。

担当者の説明を熱心に聞く参加者

完形の伏伫は町内初

模様のない伏伫も出土

炉跡の様子

埋設土器も5基以上出土

出土品の展示
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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2 「平成24年度雫石町第１回教育実践研究会」が開催 〜10月５日（金）
年２回開催される教育実践研究会、今年度第１回の研究科目は、雫
石小学校で「算数」
、下長山小学校では「図画工作」でした。
雫石小の１年１組は「たしざん」、４年２組は「わり算と筆算を考
えよう」、５年２組は「分数と小数、整数の関係を調べよう」という
題材で、各学級とも答えを導くために活発な意見交換が行われ、児童
達も積極的に発言している姿が見られました。
下長山小の全体テーマは
『自分の思いをよりよく表
現していく子どもの育成』であり、２年生は「スルスルメカでビューン」
という題材で授業を行いました。仕組みを生かして表し方を工夫しなが
ら、
「動くと面白い絵を描く」という目標に向かい、児童同士で相談し
合う姿が見られました。６年生の題材は「墨から感じる形や色」であり、
題材のとおり墨の濃淡と筆や筆以外の道具を使って、墨のみで一枚の絵
を表現するという難題に挑みました。児童同士で相談する姿は少なかっ
たものの、自分の思いを表現できた作品が数多く見られました。
当町の教育実践研究会は、
『授業力の向上を図る研究・研修に取り組み、子どもたちの確かな学力の育成を図る』
ことを目的とし、それぞれの学校の研究科目を指定した上で、毎年４、５校ずつで実施しております。第２回につ
いては、11月14日
（水）
に西根小学校で「国語」、安庭小学校で「道徳」の研究科目で行われる予定です。

トピックス3

祝 全国高文祭出場決定！雫石高校郷土芸能委員会

10月13日
（土）
に開催された県高等学校文化祭郷土芸能発表会で、雫石高校郷土
芸能委員会が見事、最優秀賞の栄冠に輝き、平成25年７月31日から長崎県で開催
される『2013長崎しおかぜ総文祭』への出場を決めました。
雫石高校の全国高文祭への出場は２年連続８回目となり、内外からも高く評価
されております。今後ともこれまでの伝統を継承し、より一層の活躍を期待して
います。

昨年の町無形文化芸能祭での演技

11〜12月の主な行事予定
【11月】
29日㈭ 小・小連携交流会【会場：七ツ森小】
９日㈮ 第59回雫石町小・中学校音楽祭
（七ツ森・上長山・西根・橋場）
11日㈰ 御所地区卓球・綱引大会
【12月】
17日㈯ 第６回親子読書のつどい
１日㈯ 雫石町教育振興運動実践交流会
17日㈯〜 18日㈰ 県中学校新人体育大会
（後期）
21日㈮ 小学校終業式（七ツ森・上長山・下長
18日㈰ 第38回雫石町内継走大会
山・西根・御明神・橋場・大村・南畑）
22日㈭ 教育委員会議
中学校終業式
23日㈮ 第55回雫石町無形文化財芸能祭
25日㈫ 小学校終業式（雫石・安庭）
25日㈰ 第７回雫石町民ゲートボール大会
教育委員会議
28日㈬ 小・小連携交流会【会場：御明神小】
（雫石・下長山・御明神・大村・南畑・安庭）

第55回雫石町無形文化財芸能祭

11月23日(金･祝) ９時開演

＊折込のプログラムをご覧ください｡

あとがき
先日、町主催のまちづくりコーディネーター養成講座に参加し、
「自然」というテーマで雫石町を見つめ直す機会を得ました。「雫
石の自然は素晴らしい！」と思っていても、どんなところがすご
いか…漠然としていた考えを具体化できるいい機会でした。
（Ｎ）
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いよいよ発掘調査は大詰め。現地説明会以降、さらに出土遺物
が増え続け、ついに合計100箱（重量換算2.5トン程度）を突破！
しかも量だけでなく質も充実しているので、整理作業は難航しそ
うだなあ…と頭が痛い今日この頃なのです。（Yasu）

12月13日（木）発行予定です。
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