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学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

　今年度の無形文化財芸能祭は11月23日、中央公民館野菊ホールで開催されました。今年
は、16団体32演目が一斉に披露され、町内外から約700人の来場者で賑わいました。
　また、第55回開催を記念して、過去に開催された芸能祭のプログラム、ポスター、記念
品を展示し、積み上げてきた長い歴史を振り返りました。

＊ 対象者には11月末にご案内のはがきを送付しておりますが、はがきが届いていない場合など、不明な点が
ありましたら社会教育課（692-6590）までお問い合わせください。

【日　時】平成25年１月13日（日）
 受　付：10：00～10：50／式　典：11：00～
【場　所】雫石町中央公民館　野菊ホール

【 対　象】平成４年４月２日～平成５年４月１日生ま
れで現在町に住民登録されているか、平成19年度の
雫石中学校卒業生

芸術文化の祭典！❶　第５５回雫石町無形文化財芸能祭 開催！

祝　新成人　平成２５年雫石町成人式 挙行！

家読標語コンクール　入選作品　

しおりおく　続きはあした　楽しみだ （鈴木　夕萌　雫石中１年）

特集1

お知らせ
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特集 ～本の楽しさを伝え合おう！第６回親子読書のつどい
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【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692‒6590）

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（10・11月）
―その１　議案編（11月）―

１．教育財産の用途廃止に関し議決を求めることについて　※上町教員住宅取り壊しのため、用途廃止したものです。
２．雫石町教育委員会職員の分限休職処分に関する専決処理の報告について
　　※職員の病気による休職（年度末まで）についての処分です。
３．委員長職務代理者の指定について　※佐々木浩子教育委員が再任されました。

―その２　質疑応答編（10月）―
①雫中祭について
　　　今年度の雫中祭を見て、生徒の聞く姿勢等がかなり改善したように感じたが教育委員会ではどのよう
に評価しているか。
　　　合唱を聞く姿勢については、私語もなく他の学級の合唱に耳を傾ける姿勢が素晴らしかった。その他
にも、それぞれの教室展示（第二体育館含む）がとてもきれいで整っていたり、３年生が、１・２年生の
手本となって引っ張って行こうとする姿も様々な場面で感じられたり、落ち着いた良い学校に進んでいる
という印象を受けました。今後とも、中学校一丸となって頑張って欲しいものです。

　11月17日（土）、第６回親子読書のつどいが雫石町中央公民館で開催され、町内から
約50人の子供たちと一般参加者、スタッフなど合わせて100人ほどが本の読み聞かせ
やクイズ大会などを通じて本の世界を楽しみました。
　また、スペシャルプログラムとして、大船渡市を中心に読書ボランティアをずっと
続けられている江刺由紀子さんを招き、震災直後からの活動にスポットをあて、お話
していただきました。

　　委員

　　教委

＊このほかにも、小日谷地Ⅰ B遺跡について、教育実践研究会について、小・中学校音楽会について、学
習発表会について、小学校適正配置検討委員会について、特別支援教育についてなどが話し合われました。

震災後の子どもの心を
支えた本の力について
講演していただきました。

クイズの後は、
レクゲーム

で体を動かしま
した。

お話の世界に引
き込まれ…

雫石小6年川村章
さんの

おすすめの1冊は
…

昔語り…この言
葉、

おじいちゃんお
ばあちゃんが

よく話している
！

雫石中・高の皆
さんも大活躍！ ジュニアリーダー

による読書クイズ
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　作者が小学校に入学して、となり
のせきにすわった男の子「ますだく
ん」の思い出をユーモラスに絵本に
しています。算数や給食のあかいに
んじんをいやがったり、苦手な体育
でうまくできなかったりすると、い
じわるくひやかす「ますだくん」。
　あるとき、エンピツを折られたこ
とで、怒って消しゴムを投げたこと
からけんかになり、学校に行きたく
なくなってきた主人公ですが…。

　ひとりでパンツがはけない「たつ
くん」が、パンツをはかずに外に出
ると、犬やねこやネズミがきて、しっ
ぽがないおしりがおかしいとわらい
ました。にげだした「たつくん」は、
こんどは田んぼにいる「サギ」が、
一本足でじょうずに立っているのを
見てまねをします。
　なかなか思うようにいかない「た
つくん」のようすと、それを取りま
く動物たちとのやりとりから、少し
ずつできるようになるまでのお話し
です。

　輝いている人をみて、かっこい
い！自分もあんなふうになりたいけ
ど、自信がない。
　ひとりぼっちで空をあおいで、さ
みしくてたまらないときは、どうす
ればいいのだろう。
　カウンセラーである著者は、つら
い時や苦しい時、そして人をうらや
んだり憎んだりして、心が揺れてい
るときなどに、やさしいことばで語
りかけてくれます。

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉

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
はけたよ　はけたよ〔神沢利子・文/
西巻茅子・絵〕 ㈱偕成社

「おはなしの雫」おすすめ
となりのせきのますだくん〔武田美
穂・作・絵〕 ㈱ポプラ社

雫石中学校おすすめ
くじけそうなときには〔宇佐美百合
子・著／上村奈央・イラスト〕
 ㈱ＰＨＰ研究所

～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③｣〉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！　今回も先月号に引き続き、「たんぽぽ
おはなし会」、「おはなしの雫」、そして雫石中学校のおすすめです。

● 12～1月の主な行事予定 ●
【12月】
　21日㈮  小学校終業式（七ツ森・上長山・下長

山・西根・御明神・橋場・大村・南畑）
 中学校終業式
　25日㈫ 小学校終業式（雫石・安庭）
 教育委員会議
【 1月】
　５日㈯～15日㈫
 雫石中学校国際交流海外派遣事業
　12日㈯～13日㈰
  第22回小学生バレーボール雫石交流大会
　13日㈰ 平成25年雫石町成人式
　15日㈫ 大村小始業式
　17日㈭ 小学校始業式（下長山・西根・御明神）
　　　　　雫石中学校始業式
　18日㈮  小学校始業式
 （上長山・橋場・南畑・安庭）

　20日㈰ 雫石町裸参り
　21日㈪ 小学校始業式（雫石・七ツ森）
　25日㈮ 教育委員会議
　26日㈯ 第51回雫石町民スキー大会
 （クロスカントリー競技）
　27日㈰  第８回雫石クロスカントリースキー大

会ピノキオカップ
 2013岩手県マスターズスキー雫石大会
 （クロスカントリー競技）

年末年始の施設休館予定日情報
[歴史民俗資料館]　12月28日（金）～１月４日（金）
[勤労青少年ホーム]　12月29日（土）～１月３日（木）
[町営体育館・屋内ゲートボール場]　12月29日（土）～１月３日（木）

[県営屋内温水プール]　12月31日（月）・１月１日（火）
[ケッパレランド]　12月31日（月）～１月２日（水）

＊詳しくは各施設にお問い合わせください。
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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/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

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室
［７期・８期］

【日　時】[７期]１月８日～３月12日
　　　　　（毎週火曜・全10回）10：00～11：30
　　　　 ［８期］１月10日～３月14日
　　　　　（毎週木曜・全10回）
　　　 　〈午前の部〉10：00～11：30
　　　 　〈夜間の部〉19：00～20：30
【場　所】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】７期・８期午前・８期夜間
　　　　 それぞれ先着10人
【受講料】2,700円（体育館使用料・保険料含む）
【申し込み】12月20日（木）８：30から町営体育館の電
話で受け付けます（～12月28日（金）まで）。

雫石町ジュニア・アスレティック教室
［６期・７期］

【日　時】[６期]１月８日～３月12日
　　　　　（毎週火曜・全10回）16：30～18：00
　　　　 ［７期］１月10日～３月14日
　　　　　（毎週木曜・全10回）16：30～18：00
【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・それぞれ先着10人
【受講料】1,700円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】12月20日（木）８：30から町営体育館の電
話で受け付けます（～12月28日（金）まで）。

中央公民館手作りクラブ
粘土で干支人形を作ってみよう！平成25年はヘビ年
【日　時】
　①１月９日（水）13：30～15：30
　　★送迎バスＡ
　②１月10日（木）13：30～15：30
　　★送迎バスＢ
　③１月11日（金）13：30～15：30
　　★送迎バスＣ

＜送迎バス運行経路・注意＞
【Ａ】大村小、南畑小、安庭小、歴史民俗資料館
【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
【Ｃ】橋場小、御明神小、西根小
＊送迎バスの利用は事前に申し込みが必要です。
　発着時間は中央公民館に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、①～③のどの日程でも参加できます。

【場　所】中央公民館
【講　師】ファインドール人形クラブ講師中村鈴呼さん
【対　象】町内の小学生
【定　員】①～③それぞれ先着20人
【受講料】１人500円
【申し込み】12月27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）。

ヘルシークッキング～500Kcal実行委員会～
　毎回500Kcal 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】１月30日（水）10：00～13：00
【場　所】中央公民館・調理実習室
【献　立】白身魚のかぶら蒸し　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】１月10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。

参加者募集！　町民スキー大会

【参加資格】町内に在住または勤務しているか、町
内の小中高生で、傷害保険に加入していること。
【参加料】無料
【申し込み】所定の申込用紙に必要事項を記入の上、
１月18日（金）17：00までに（財）雫石町体育協会へお
申し込みください（用紙は町営体育館にあります）。
【問い合わせ】（財）雫石町体育協会（担当：横森）

〈クロスカントリー競技〉
【期日】１月26日（土）【場所】ケッパレランド
〈アルペン競技〉
【期日】２月２日（土）【場所】岩手高原スノーパーク
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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！

雫石公民館パソコン教室・エクセル初級編
　パソコンの操作、日本語入力の仕方から Excel
を使用した表・グラフの作成及び表計算を学びます。
【日　時】１月24日～２月28日の毎週月・木曜日
（２月11日は除く）全10回　19：00～21：00
【場　所】雫石公民館
【講　師】高嶋一秀さん
【受講料】1,000円（テキスト代別途1,300円程度）
　　　 ＊初回受講時に申し受けます
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【申し込み】12月17日（月）～21日（金）までに雫石公
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。

御所公民館トールペイント教室
【日　時】12月26日（水）９：30～12：00
【場　所】御所公民館・小会議室
【受講料】一人500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【申し込み】12月21日（金）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。
【その他】特になし※汚れてもいい服装でいらして
ください。

ケッパレランドから冬期営業開始のお知らせ
　12月21日（金）から冬季営業を開始します。冬の健
康・体力作りにぜひケッパレランドをご利用ください。
【使用料】個人：町民無料
　　　　　 　　町外一般200円/小中高生100円
　　　　※占用の場合はお問い合わせください。
【営業時間】９：00～
【休場日】１月18日以降毎週水曜日
【レンタル】クロスカントリー用スキー一式1,000円
　　　　　　（ただし数に限りがあります）
【その他】雪不足などの理由によりご利用できない
場合があります。詳しくは、ケッパレランドまで
お問い合わせください。

①岩手県中学校新人戦（後期）　～ 11月17日（土）～18日（日）
【女子バレーボール】準優勝　雫石１－２大船渡一　【バドミントン男子ダブルス】ベスト８　高村・駒木野組
②雫石町民ゲートボール大会　～ 11月25日（日）
【優　勝】高前田チーム　【準優勝】下町三チーム　【第３位】上町三チーム
③第38回雫石町内継走大会　～ 11月18日（日）

部　門 優　勝 準優勝 第３位
一般男子の部 盛岡工業高校Ａ 盛岡市Ａ 盛岡市Ｂ
一般女子の部 盛岡大学 雫石リトルガールズ 雫中サッカー部のお母さん
中学校男子の部 雫石中Ａ 雫石中スキー部Ａ 雫石中Ｂ
中学生女子の部 滝沢中学校Ａ 滝沢中学校Ｂ 雫石中Ａ
小学生の部 がんばるＪＡＰＡＮ 御明神Ａ 雫石町サッカースポ少Ａ
雫石町内・一般男子の部 ＳＨＩＺＵＫＵ 御明神地区体育会 御所地区体育会
雫石町内・一般女子の部 雫石リトルガールズ 雫中サッカー部のお母さん 御所地区体育会

各種スポーツ大会結果報告（※敬称略）～雫石中女子バレー部、見事県大会準優勝！～

第10回雫石町民劇場「浮
う

き館
やかた

」～八郎太郎の伝説を基にした町民参加の創作劇～

西山公民館パソコン教室～実践編～
　Word と Excel を中心に、生活に役立つパソコ
ン活用方法を実践から学びます。
【日　時】１月16日～２月13日の毎週水曜日
　　　　 全５回　14：00～16：00
【場　所】西山公民館・パソコン体験実習室
【受講料】1,000円（初回受講時に申し受けます）
【対象・定員】町内在住または勤務の方で、パソコ
ンで日本語入力とマウス操作ができる方（当館パ
ソコン教室初級編終了程度推奨）・先着10人

【申し込み】12月20日（木）～１月10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：
30～17：00）。

【日　時】 ２月10日（日）　《午前の部》10：00開演（９：30開場）
　　　　　　　　　　　 《午後の部》15：00開演（14：30開場）
【場　所】 雫石町中央公民館 野菊ホール
【入場料】 全席自由　〈前売〉一般 1,000円／高校生以下500円　〈当日〉一般 1,200円／高校生以下 700円
【プレイガイド】  雫石町中央公民館・各地区公民館・村上写真館
【問い合わせ】 雫石町中央公民館（692‒4181）

275_211_314.indd   5 12/12/07   12:45



　東日本大震災の被災地で役立てていただけるように、ご
家庭で眠っている本の寄贈をお願いしておりましたが、11
月17日をもって、集めるのを終了しました。
　集められた本は、11月17日の親子読書のつどいで、講師
の大船渡「おはなしころりん」代表　江刺由紀子さんにお
渡ししました。
　江刺さんからお礼のメッセージが届いています。
「雫石の皆様のご厚意に心から感謝申し上げます。頂いた
本や雑誌等は、応急
仮設住宅団地の方々
に随時お配りしてお
ります。ご支援に励
まされて、私どもも
活動を続ける力がわ
いてきます。ありが
とうございました。」
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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

新着図書をご紹介！（10/21～11/20受け入れ分　計112冊）

・14歳からわかる生活保護………………雨宮　処凛
・ジョシュア・ファイル（７・８）
　　　　　　　　 ……………マリア・Ｇ．ハリス
・雨ふる本屋の雨ふらし………………日向　理恵子
・おたんじょうび、おことわり？… ボニー・ベッカー
・きょうりゅうのたまごにいちゃん
　　　　　　　　 ………………あきやま　ただし
・あんたがサンタ？……………………佐々木　マキ
・ふたつの月の物語………………………富安　陽子
・むしたちのサーカス……………………得田　之久
・あの雲を追いかけて………アレックス・シアラー
・黒ねこガジロウの優雅な日々……………丘　修三
・ペネロペ おねえさんになる …アン・グットマン
・うれしいさん かなしいさん… まつおか　きょうこ
・オレたちの明日に向かって……………八束　澄子
・あいうえおのえほん…………………内田　麟太郎
・あかちゃん社長がやってきた… マーラ・フレイジー

● ヤング・児童書 ●

〈12～１月の休館日ご案内〉　【12月】17、23、24、29～31日　【 1月】1～ 3、7、14、21、28日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・いくつになっても「寝たきり」にならない
　３つのコツ………………………………丸山　淳士
・死者との対話……………………………若松　英輔
・家族５人違っているからおもしろい…笹森　史朗
・拉致と決断…………………………………蓮池　薫
・振袖の華やかな帯選び150選 …山野愛子ジェーン
・女子社長の優雅で過激な毎日…………太田　光代
・ことば点描……………………………外山　滋比古
・素材よろこぶ調味料の便利帳… 高橋書店編集部 編
・スモーカーズ・サバイバル・マニュアル…片岡　泉
・国会一年生………………………………松岡　広隆
・幸せの山河あり…………………………前田　親範

・禁断の魔術～ガリレオ ８～ …………東野　圭吾
・ぬけまいる……………………………朝井　まかて
・七つの会議………………………………池井戸　潤
・母　性……………………………………湊　かなえ
・天使の檻（上・下） ……ダニエル・トラッソーニ
・エリック……………………………ショーン・タン
・少しだけ、おともだち………………朝倉　かすみ
・北　斗……………………………………石田　衣良
・スリジエセンター 1991 …………………海堂　尊
・64 ………………………………………横山　秀夫
・編集ガール！…………………………五十嵐　貴久
・本にだって雄と雌があります………小田　雅久仁
・無花果とムーン…………………………桜庭　一樹
・教科書に載った小説……………… 佐藤　雅彦 編
・萩殺人事件………………………………内田　康夫

幼児対象「たんぽぽおはなし会」スペシャル 「しずくいしおはなし会」

被災地へ寄贈する本、ありがとうございました

【日　時】12月20日（木） 10：30から
【会　場】中央公民館　視聴覚室
【プログラム】♪クリスマスプレゼントもあるよ♪
・えほん…『ねずみくんのクリスマス』ほか
・かみしばい…『おはようあそび』
・パネルシアター…『10人のサンタ』ほか
・こうさく…『クリスマスツリーをつくろう』　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】12月22日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『まりーちゃんのくりすます』

…フランソワーズ・文・絵
・『しあわせな ふくろう』…ホイテーマ・ぶん

など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№91 下長山小学校　編～

次回は雫石中学校からの情報をお送りする予定です。

米作り体験・調査活動米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作 体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験験験験験験験 査査査査査査査査査査査査査査査査査査査活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動 下長山小学校　校長　鈴木　義明

本校の学校の教育目標は、
・やさしく（心豊かで、思いやりのある子）
・かしこく（自ら学び、判断して行動する子）
・たくましく（心も体も健康でたくましい子）
です。
　学校経営の基本（学校における最優先の重要目標・課
題）を「子供たち全員の安全（命）を確実に確保する」
こととしてかかげ、毎日、みんなで実現に向けて努力し
ています。
　今年度は児童数54人（単式６学級）、教職員14人でさ
まざまな教育活動に取り組んでいます。
　本校の特色ある学校づくりの一つに、米づくり体験・
調査活動の推進があります。
　肥料まき、田植え、草取り、稲刈り、脱穀、雫石町産
業まつりでのもち米の販売、収穫祭という一連の体験活
動を通して、米に深く関わり、こだわって工夫を重ねて
きた地域の人々の苦労やくらしを学んでいます。特に、
田植え、稲刈り、収穫祭は全校児童で準備や体験活動を
しっかりと行っています。みんな、生き生きと活動して
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！

トピックス1 小・小連携交流会が開催されました　～11月28日（水）・29日（木）～
　今年度、第2回目の小・小連携交流会が、Ａグループ（雫
石・下長山・御明神・大村・南畑・安庭）は11月28月に
御明神小で、Ｂグループ（七ツ森・上長山・西根・橋場）
は11月29日に七ツ森小で開催され、来年度、中学校に入
学予定の154人の６年生が２つに分かれて交流しました。
　交流会では、外国語活動や家庭、国語、図工、そして
体育の授業を通し、児童同士がたくさん交流できるよう
に工夫された授業が行われました。
　平成24年度の【雫石町授業スタンダード】として指定
されている『あいさつ』『返事』『話を聞く』の３つを共
通の指導項目として授業が展開されました。４月からこ
の授業スタンダードの指導が始められているので、児童
たちの明るいあいさつ、返事、そして話を聞こうとする
良い姿勢が、夏の第１回小・小連携交流会の時よりもた
くさん見られました。

　Ａグループの閉会式では、雫石中学校の大庭先生から
中学校に入学するにあたって、「あいさつ」「返事」「話
を聞く」をしっかりと身に付けてきてほしいというお話
をいただきました。雫石小の外岡校長先生からは、音楽
のリズムの授業について紹介していただき、復習の大切
さをお話ししてくださいました。
　Ｂグループの雫石中の伊藤先生からは、最初に流暢な
英語を使って感想を言っていただきました。生の英語を
聞いて、児童たちもびっくりしていました。西根小学校
の盛合校長先生からは、交流会も２回目ということで、
一層交流が深まったことに触れ、中学校においてもこの
深まりを大事にしてほしいとお話しされました。
　町内の６年生が雫石中学校に入学する平成25年の春、
夢と希望を持ち、「堂々」とそして「はつらつ」とした
姿が中学校に集まり、一層活躍してくれること願ってや
みません。
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広報「教育しずくいし」 1月号は　 1月10日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　今月号で紹介したように芸術＆読書の秋を各種イベントで満喫し
ました！しかしながら、イベント準備で忙しく、スポーツの秋をすっか
り忘れていた私…。秋は過ぎましたが、健康のためにも体を動か
さねば。ここで宣言したからには、なんとか頑張ります…。（Ｎ）

　夏の雨不足を挽回するような11月の悪天候。そのせいで発掘調
査は一向に進まず…悪戦苦闘の結果、なんとか12月3日に野外調
査を終了できました。この後は怒涛の整理作業に入りますが、ま
ずは野外調査関係者のみなさんに感謝！（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！

　11月２日（金）～４日（日）にかけて、雫石町中央公民館を会場に第48回雫石町総
合芸術祭が開催されました。今年は、首都圏在住の雫石町出身者で構成される在
京雫石町友会から７人21点の出品もあり、展示部門にいろどりを添えました。

芸術文化の祭典！❷　第４８回雫石町総合芸術祭　開催！特集2

トピックス2 雫石高２年中家汐理さんが県高文祭
特賞受賞！全国高文祭出品へ！ 

　第35回岩手県高等学校の美術・工芸部門で雫石高等学校２年中家汐理さんの
作品が見事特賞を受賞し、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』への作品出品を決めました。
　中家さんは雫石高校と沼宮内高校を兼務して美術を教えている高橋直也先生
の指導の元、約３ケ月の制作期間を経て、この作品を完成させました。中家さ
んは昨年に続く特賞受賞で、今後より一層の活躍を期待が期待されます。 町長へ受賞報告に訪れた際の中家さん

雫石町の花「菊」がロビーでお出迎え

今年も多くの人で賑わいました

しなやかに、美しく　洋舞

３日間で約1,200人が来場しました

公演に先立ってミニコンサートも開催！

美しい音色を響かせました　筝曲

在京雫石町友会からの出展作品

今年は２校の小学校が舞台に登場！

今年は歌やフルートの発表も　ピアノ
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