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雫中生が成長！国際交流海外派遣事業が無事終了しました！
　雫石中学校では、平成2年度から海外派遣事業を行っており、毎年10人前後の生徒がアメリカ合衆国バーモント
州ランドルフ及びニューヨークに派遣されています（平成13年度は米国同時多発テロ発生により中止）。
　21回目になる今年度の海外派遣事業は、１月５日（木）に出発し14日（土）に到着する10日間で行われました。派遣
生は、２年生の男子３人と女子７人の計10人、引率として２人の先生が対応しました。

　これからもこの海外派遣事業を継続して行い、毎年限られた人数ではありますが、雫石中学校生徒の貴重な海外
経験の場を確保していきたいと思います。皆様方のご理解とご協力をお願いします。

　アメリカでは、天候にも恵まれ順調に研修を進めました。日程変更や体調
を崩す生徒もなく、予定どおり研修を終えることができました。
　２月17日（金）に全校生徒の前で行われた報告会では、研修スケジュールの
報告、派遣先の中学校でのプレゼンテーションＶＴＲの紹介、それぞれの感
想発表などがありました。
　感想発表からは、生徒それぞれが「自分の英語が理解されるかどうか心配。」
「相手との意思疎通を図れるか自信がない。」という『不安』を抱えて出発し
たものの、「ある程度、会話ができた。」「英語は通じなくても、身振りなど
で一生懸命表現すれば気持ちは伝わった。」「勇気を出してコミュニケーショ
ンを取れば相手も喜んでくれた。」という『前向き』な感想を持って帰って
きたことが伝わりました。
　さらには、「今さらだけど英語の勉強を頑張りたい。」「また海外に行って
勉強してみたい。」などの感想も聞かれ、生徒の今後の人生にとっても有意
義な研修となったようです。生徒の表情は、出発前と比較して、何となくで
はありますが自信に満ちたものとなっていました。国連本部前にて

たのしいよ　本を読むって　くっつく時間 （上和野　広恵　御明神小 3年）
家読標語コンクール　入選作品　

特集
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取り組み目標 取り組みの成果

①
全町で「読書大好き雫石っ子」と「あいさつ
運動」を推進します。

・11月に第５回親子読書のつどいを開催し、読書推進の交流をすること
ができました。

②
〈各実践区での５者協議により〉
子育ち環境浄化の重点を明確化します。

・５者での協議がぐんと増えました。
・子育ち環境浄化の重点『テレビ視聴時間の多さ』が明らかになりました。

③
〈各実践区からの参加により〉
教育振興運動リーダー研修会を開催します。

・６月に第１回教育振興運動リーダー研修会を実施できました。

④
〈地域の方も参加できる課題の工夫で〉
地区民を巻き込んだ実践活動を展開します。

・７月に町内４地区公民館を会場に子育て講演会を開催し、多くの町民
が集いました。

⑤
〈３実践区の報告と１活動発表により〉
雫石町教育振興運動実践交流会を開催します。

・実践交流会では、こまくささんさの発表や３つの実践報告があり、講
演会に実践区から230人、地域からも120人ほどの参加がありました。
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特集 ～平成23年度教育振興運動の
取り組みを振り返って

　今年度の町の教育振興運動は、16実践区での実践活動をベースに順調に進められ、12月
には野菊ホールで実践交流会が開催されました。各実践区での５者（子ども・家庭・学校・
地域・行政）による推進委員会や子育て講演会・実践交流会への参加者も増え、雫石っ子
の抱える課題も見えてきました。
　ここで、今年度の取り組み目標と、その成果を振り返ってみましょう。

～雫石っ子の子育ち環境浄化の重点、明らかに！テレビの視聴を計画的に…～

【問い合わせ】社会教育課（692‒6590）

教育振興運動は、〔みんなで考え、みんなで取り組む〕実践活動です。雫石っ子の子
・ ・ ・

育ち環境の浄化に向け、
積極的に子ども達とかかわっていきましょう！どうか、実践区の取り組みに注目してください。

①町としての重点に取り組むこと
②実践区での５者による話し合いを広げていくこと
③実践区の活動をリードする人材を育てること
④教育振興運動への町民の理解をさらに深めること

今年度の振り返りをふまえて、

次年度の課題  は…

　美容院「かみふうせん」の山田さ
んに若い男の人からかんむりの注
文。実はこの男の人はキツネだった
のです！結婚の約束をした彼女に、
世界中で一番素敵
なかんむりを贈ら
なければ結婚でき
ないというので、
山田さんは悩んだ
末に…。

～家読におすすめ〈３月のテーマ「春ですよ」〉～町では『家読』に取り組んでいます
　雪融けの３月、「春ですよ～」という声があちこちから聞こえてきます。そんな春をテーマにした素敵な絵本
を選んでみました。さあ、本を読んだ後、あなたも春を見つけに外に出かけてみませんか？

　懸賞で当った賞品は大きな缶が1
つだけ。そこには「春になったら開
けてください」の手紙。いったい何
が入っているのでしょう？
　家中であれこれ
想像しているうち
にやがて３月にな
り、ワクワクして
缶を開けると中か
ら…。

　春を告げる白鳥の旅立ち、雫石で
も３月に見ることができますね。白
鳥のクルルは仲間から誤解され、一
人ぼっちに。仲間が旅立つ時、心に傷
を負ったクルルは
飛ぶことができま
せん。親友カララ
が傍で待っている
と、キツネが近づ
いてきて…。あっ、
カララが危ない！

春になったらあけてください
（増井邦恵・作/あべまれこ・絵）

ＢＬ出版

風切る翼
（木村祐一・著/黒田征太郎・絵）

講談社

春のかんむり
（門林真由美・作/岡本万里子・絵）
ブックローン出版（現：ＢＬ出版）

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〉
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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！

①全国中学校スキー大会　２月１日（水）～４日（土）
　雫中生多数出場！全国の強豪を相手に持てる力を発揮
し、男女リレーでは入賞を果たしました！
1）アルペン競技（男子）　
・回　転　【34位】小野寺建太
・大回転　【63位】小野寺建太　【98位】一本木優太
2）クロスカントリー競技　
・男子５kmクラシカル
　【15位】林尻　剛　【22位】藤本　雄大
・男子５kmフリー
　【40位】藤本　雄大　【59位】小坂　琢人
　【68位】林尻　剛
・男子５km

×

４リレー
　【第６位】藤本雄大、林尻　剛、高橋佑哉（沢内）、
　　　　　 佐々木利幸（松尾）
・女子３kmクラシカル
　【34位】高橋　杏　【82位】高畑　椋
・女子３kmフリー　【23位】高橋　杏
・女子３km

×

４リレー
　【第４位】小原菜奈未（安代）、土屋正恵（安代）、
　　　　　 高橋　杏、山本希歩（安代）
3）ジャンプ・コンバインド
・スペシャルジャンプ　【37位】村上　純人
・複　合　【23位】村上　純人

②東北中学校スキー大会　1月23日（月）～25日（水）
1）アルペン競技（男子）
・回　転　【10位】小野寺建太　【47位】一本木優太
・大回転　【16位】小野寺建太　【26位】一本木優太
2）クロスカントリー競技
・男子５kmクラシカル
　【第２位】林尻　　剛　【第３位】藤本　雄大
　【42位】小坂　琢人
・男子５kmフリー
　【12位】藤本　雄大　【26位】林尻　　剛
　【30位】小坂　琢人
・女子３kmクラシカル
　【第５位】高橋　杏　【37位】高畑　椋
・女子３kmフリー　【第４位】高橋　杏　
・女子３km×３リレー
　【第８位】高橋　杏、高畑　椋、藤本　礼香里
3）ジャンプ・コンバインド
・スペシャルジャンプ　【９位】村上　純人
・複合　【第７位】村上　純人

③岩手県中学校スキー大会（全国・東北大会出場分）
　雫中生大活躍！総合の部で男子優勝・女子３位に輝き
ました！
1）アルペン競技（男子）　１月14日（土）～ 15日（日）
・回　転　【第１位】小野寺建太　【13位】一本木優太
・大回転　【第２位】小野寺建太　【第３位】一本木優太
2）クロスカントリー競技　1月14日（土）～16日（月）
・男子５kmクラシカル
　【第１位】藤本　雄大　【第２位】林尻　　剛
・男子５kmフリー
　【第２位】藤本　雄大　【第４位】林尻　　剛
　【第５位】小坂　琢人
・男子５km×４リレー
　【第１位】林尻　剛、藤本雄大、小坂琢人、高橋恵人
・女子３kmクラシカル
　【第２位】高橋　杏　　【９位】高畑　椋
・女子３kmフリー
　【第４位】高橋　杏　　【13位】高畑　椋
・女子リレー
　【第３位】藤本　礼香里、高橋　杏、高畑　椋
3）ジャンプ・コンバインド
・スペシャルジャンプ　【第１位】村上　純人
・複合　【第１位】村上　純人

町内各種スポーツ大会結果報告（敬称略）
〈トピックス〉第34回東北高校スキー選手権大会が青森県大鰐スキー場をメイン会場として行われ、男子距離
10 kmフリーで雫石中学校出身、盛岡三高の村上映人選手が見事優勝を果たしました。村上選手は今シーズン県
高等学校スキー大会、県スキー選手権大会も制しています。今後の活躍も楽しみです。

④第50回雫石町民スキー大会（アルペン競技）
　～２月４日（土）

部　門 第１位 第２位 第３位
小学１・２年

女子
萱場　七摘
（下長山）

佐々木優月
（雫　石）

越川ましろ
（西　根）

小学１・２年
男子

川代　　詩
（安　庭）

林崎　耀裕
（下長山）

戸塚　由久
（七ッ森）

小学３・４年
女子

川代　　杏
（安　庭）

滝澤えりか
（上長山）

晴山　凪葵
（雫　石）

小学３・４年
男子

杉田　真英
（雫　石）

木内　優成
（雫　石）

横欠　秀人
（雫　石）

小学５・６年
女子

佐藤　詩帆
（七ッ森）

佐藤　友香
（雫　石）

十二林笑璃
（西　根）

小学５・６年
男子

土樋　　迅
（下長山）

横欠　壱成
（雫　石）

藤原　晴輝
（七ッ森）

〈小学校総合〉 下長山 雫　石 西　根
中学校女子 高橋　美乃 滝澤　茉由
中学校男子 高橋　諒介 野中　広大 笹田　英哲
成年男子１部 相原　幸二 横森　啓太 山崎　　賢
成年男子２部 鈴木　幸一 中野　廣美 高前田良雄
＊中学校の部入賞者の所属はすべて雫石中です。
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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
☆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

【期　日】 ５月20日（日）
【場　所】 雫石町総合運動公園　陸上競技場
【コース】 雫石町特設コース（陸上競技場発着）
【種　目】 ハーフ、10km、４km、３km、家族ペア
【参加料】 一般3,000円／高校生1,500円
　　　　 小中学生1,000円／家族ペア3,500円

【申込方法】 
 ①インターネット　
 ②専用の振替用紙
 ＊いずれかの方法でお申し込みください。
【締　切】 ３月30日（金）
【問い合わせ】 社会教育課（内線288）

【日　時】 3月22日（木）
 ≪午前の部≫10：00～12：00
 ≪午後の部≫13：30～15：30
【場　所】 中央公民館
【講　師】 町食生活改善推進員連絡協議会のみなさん
【対象・定員】 町内の小学生
　午前・午後ともに先着20人（定員に達し次第締切）
【受講料】 1人500円
【申し込み】 3月15日（木）までに中央公民館にお申
し込みください。（受付：平日８：30～17：15）。

送迎バス運行経路・注意
【午前の部】
①大村小、南畑小、安庭小、歴史民俗資料館
②上長山小、西山公民館、下長山小、
　七ツ森公民館、東町公民館
【午後の部】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、どちらの日程でも参加できます。

中央公民館手作りクラブ春休み編～　うどん作りにチャレンジ！～

新緑の雫石を駆け抜けよう！参加者募集中 第28回岩手山ろくファミリーマラソン

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（1・2月）
―その１　議案編（２月）以下の議案が可決されました―

１．委員長の選挙について　※議案承認により杉村委員が選任されました。
２．学校職員の人事異動の内申に関し議決を求めることについて
３．平成24年度雫石町教育施策の方針と重点について
４．教育委員会の事務事業に関する点検・評価に関し議決を求めることについて
５．雫石町文化財の指定について

―その２　質疑応答編（１月）―
①不審者への対応について
委員　最近、不審者が発生しているようだが、対応
はどうなっているか。

教委　学校に不審者情報が寄せられた場合、まず学
校から雫石交番に状況説明のため連絡し、その後
学校から教育委員会へ同じ内容を報告してもらい
ます。教育委員会では、内容を要約し全ての学校
へ一斉に連絡し、情報共有と注意喚起を行ってお
ります。また、事案のあった学校では、警察官・
教師・ＰＴＡ及びスクールガードの皆さんが一体
となってパトロール等を行い、安全な登下校に努
めています。

②全国学習状況調査等について
委員　各学校が今年度に実施した全国学習状況調査
及び県の学習定着度状況調査の結果はどのように
なっており、結果をどう生かしていくつもりか。
教委　小・中学校ともに学年によりバラツキはある
ものの、例年と同様、県平均と比較すると同じか
若干下回る状況となっています。この傾向を改善
させるためには、授業の進め方も大切ではありま
すが、それ以上に家庭学習にも力を入れていくべ
きと感じております。家庭でも児童生徒が、学習
に取り組みやすい環境を整えていこうと思ってい
ます。

委委員　委員 委委員　委員

教委　教委
教委　教委

＊このほかにも、「長期休暇中の子ども会の活動について」、「新学習指導要領に伴う中学校の武道について」、
「特別支援教育について」などが話し合われました。
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「手と手を繋げば　何かができる　前へ進める」
〈お楽しみその１〉
 焙茶工房しゃおしゃんのお茶が無料！お茶菓子付き！
〈お楽しみその２〉
ワンコインチャレンジショップandバザー開催！

【日　時】 4月１日（日）13：00～16：00
【場　所】 中央公民館大会議室
【内　容】
・ビデオ学習「男女共同参画について」
・講話「自分らしい生き方を求めて」
　（焙茶工房しゃおしゃん・前田千香子氏）
・女性議員さんのお話「女性と議会」
　（山崎留美子氏・田屋舘愛子氏）

【入場料】 無料
【託　児】 無料託児室有り。お気軽にご利用下さい。
【問い合わせ】 雫石町男女共同参画サポーターの会
事務局（佐々木美由紀・692‒3327）または社会教
育課（内線282）

第一部　それいけ！アンパンマン「すくえ！ココリンと奇跡の星」
第二部　うたって　てあそび「アンパンマンともりのたから」
【日　時】 ３月18日（日）
　　　　 10：00開演（開場９：30）
【場　所】 野菊ホール
【入場料】 一般500円
　　　　 小学生以下無料（ただし整理券が必要です）
＊中央公民館及び各地区公民館で入場券販売と整理
券の配布を行っています。

【問い合わせ】 中央公民館（692‒4181）

【日　時】
[ １期 ]　毎週火曜・全10回
　4月10日～６月12日
　16：30～18：00
[ ２期 ]　毎週木曜・全10回
　4月12日～６月21日
　16：30～18：00
　（ただし５月３日は除く）
【場　所】町営体育館
【内　容】バランスボール・マット運動等いろいろ
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・バスケットなど）
【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内在住の小学生
【定　員】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】３月16日（金）８：30から町営体育館の
電話にて受け付けます（～23日（金）まで）。

【日　時】
[ １期 ]
　毎週火曜・全10回
　4月10日～６月12日
　10：00～11：30
[ ２期：午前の部 ]
　毎週木曜・全10回
　4月12日～６月21日
　10：00～11：30
　（ただし５月３日は除く）
[ ２期：夜間の部 ]
　毎週木曜・全10回
　4月12日～６月21日
　19：00～20：30
　（ただし５月３日は除く）
【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】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】３月16日（金）８：30から町営体育館の
電話にて受け付けます（～23日（金）まで）。

～イケてるおやじ計画参加者～
マイバックコンテストで「チャレンジ賞」受賞！
　中央公民館生涯学習事業
「イケてるオヤジ計画」の
ひとコマで、資源の再利用
をテーマに、自分の古着で
マイバックを作っていただ
くことを試みました。
　その時の参加者の一人、
林尻正雄さんの作品がレジ
袋削減を広める県民会議実
行委員会主催の３Ｒ推進
フォーラム・マイバックコ
ンテストで「チャレンジ賞」
を受賞しました！
＊３Ｒ
　リデユース（減らす）
　リユース（繰り返し使う）
　リサイクル（再資源化）

2012雫石町男女共同参画町民公開講座

ふれあい名画劇場

平成24年度 雫石町ジュニア・アスレティック教室
［1期・2期］

平成24年度 雫石町民筋力アップ＆体力向上教室
［1期・2期］

各種講座・教室トピックス

一日かかって慣れないミ
シンと格闘し、がんばり
ました。なんだか照れま
すね…とイケてるスマイ
ルで。
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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】3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…『ももんちゃんぎゅっ！』 ほか
・かみしばい…『おはようがいっぱい』
・パネルシアター…『すてき すてき』
・こうさく…『アクセサリーをつくろう』 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】3月24日(土)10：00
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『ぽとんぽとんはなんのおと』
　　　　　　　　　　……………… 神沢　利子 さく
・『おなべおなべにえたかな？』
　　　　　　　　　　… こいで　やすこ さく　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！（1/21～2/20受け入れ分　計116冊）

・バーティミアス ソロモンの指輪①
　　　　　　　　…………ジョナサン・ストラウド
・魔界ドールハウス…………………………斉藤　洋
・トミーとティリーとタブスおばさん
　　　　　　　　……………ヒュー・ロフティング
・つぼつくりのデイヴ …レイバン・キャリック・ヒル
・くちびるに歌を…………………………中田　永一
・炎路を行く者…………………………上橋　菜穂子
・ほんとうのフローラ（上・下）
　　　　　　　　………… イザボー・Ｓ.ウィルス
・スティーブ・ジョブズ…… パム・ポラック ほか
・おすしのうた……………………………牛窪　良太
・妖怪一家九十九さん……………………富安　陽子
・ネジマキ草と銅の城……………パウル・ビーヘル
・ティモシーとサラはなやさんからのてがみ
　　　　　　　　………………………芭蕉　みどり
・月へ…………………………ブライアン・フロッカ

● ヤング・児童書 ●

〈３～４月の休館日ご案内〉　【３月】12､ 14 ～ 21､ 26日　　【４月】２､ ９､ 16､ 23､ 29､ 30日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・開催！世界史サミット…………………浅野　典夫
・世界でいちばん幸せな国ブータンの言葉
　　　　　　　　…………………………早乙女　響
・体内時計の謎に迫る……………………大塚　邦明
・聞く力…………………………………阿川　佐和子
・父・金正日と私…………………………五味　洋治
・ホントはコワイ冷え症66の対策………福田　千晶
・スーパー便秘に克つ！…………………山名　哲郎
・東京スカイツリー物語……………………松瀬　学
・ニッポンのここがスゴイ！………………堤　和彦
・戦国武将の死亡診断書…………………酒井　シヅ
・50歳からの健康歳時記…………………石川　恭三
・知れば知るほど面白い！仏教の本…大田　由紀江
・お坊さんが教えるこころが整う掃除の本
　　　　　　　　…………………………松本　圭介
・母さんの「あおいくま」 …………………コロッケ

・道化師の蝶…………………………………円城　塔
・共喰い……………………………………田中　慎弥
・東雲ノ雲 居眠り磐音江戸双紙38 ……佐伯　泰英
・震える牛…………………………………相場　英雄
・スイート・リトル・ライズ……ローレン・コンラッド
・歪（ひずみ） ……………………………堂場　瞬一
・決起！～コロヨシ！！ ２～ ………………三崎　亜記
・金の成る木…………………シドニィ・シェルダン
・七十歳死亡法案、可決…………………垣谷　美雨
・ウィンター・ホリデー……………………坂木　司
・シャーロック・ホームズアメリカの冒険
　　　　　　　… ローレン・Ｄ・エルスマン ほか
・スイングアウト・ブラザーズ…………石田　衣良
・鮫島の貌～新宿鮫短編集～……………大沢　在昌
・文明の子……………………………………太田　光
・酒田さ行ぐさげ………………………宇江佐　真理

図書館休館のお知らせ
　年度末図書整理作業（館内蔵書点検）のため、
下記の期間図書館を休館します。期間中は本の貸
出・予約等できませんのでご注意ください。期間
中の図書の返却は、図書館玄関横に設置されてい
る“ブックポスト”に図書のみを入れてください。

【期間】３月14日（水）～ 21日（水）

ご不便をおかけしますが、ご協力お願いいたします。

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」№82 大村小学校　編～

次回は上長山小学校からの情報をお送りする予定です。

地域とつながる校内スキー大会 大村小学校　教諭　青木　久美
　本校の特色ある教育活動の中に、地域と一体となって
行う体育行事があります。特に、１月に行う校内スキー
大会は、おおいに盛り上がる最高の行事です。この日は、
町営クロスカントリースキー場「ケッパレランド」が、
保護者と地域の方々の手によって、１日限定のクロカン
とアルペンの複合スキー場となります。

　一昨年度から、子どもたちだけのリレー競技に、大人
が加わるようになりました。保護者も教職員も参加です。

　今年は10秒差で保護者チームが優勝しました。しかし、
「子どもたちは１人２周（1.2km）ずつ走ったのに、大
人は１人１周ずつなのだから、真の優勝は子どものチー
ムだ。」とは、勝者となったお父さんたちの声です。スタッ
フとしては、中学生、高校生も力を貸してくれます。今
年度は県大会で好成績を収めたスキー部全員が東北大会
の合宿に出かけてしまいましたが、他のクラブの中学生
が出発や記録の大事な係を務め、高校生が前走を引き受
けました。ケッパレランドの場長さんをはじめとした職
員のみなさんもコースを整えて下さり、これからの大会
に向けて、さらにベストを尽くしたいと、熱い思いにさ
せてくれる、素晴らしい１日となりました。

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！

住みよい地域づくりのために　雫石町女性のつどい2012開催　～2月19日（日）トピックス1

　町の女性5団体（町婦人会・JA新いわて女性部雫石中
央支部・商工会女性部・町母子寡婦福祉協会・町交通安
全母の会）が主催する女性のつどいが、野菊ホールを会
場として開催されました。
　深谷町長による「これからの町政のあり方」と題した
講話では、最近の世界経済の動きから、町のかかえるさ
まざまな課題に対する24年度の町政の方向性などを分か
りやすく紹介し、また東日本大震災発生後の女性団体の
支援などに感謝していることなども伝えられました。
　また、西山保育園・雫石保育園の園児による演舞では、
園児のかわいらしい動きで会場内に歓声や拍手が響き、
林尻雅子さんの情緒あふれる昔語りは、来場者を物語の
世界に引き込んでいきました。
　最後に、岩手県を舞台とした映画「大いなる旅路」が
上映され、来場者は実話をモチーフとした作品の迫力あ
る映像に見入っていました。
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広報「教育しずくいし」４月号は　４月12日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　小４にして健康面で要注意！を頂き、運動のため、選手として出場し
ていた時は、寒さと緊張と昼食の事で頭がいっぱいだったスキー大会。
今回は役員として参加し、裏方の皆様の力の大きさを痛感しました。見
えない所で頑張っている方々の苦労を知ることから始めたいです。（Ｎ）

　今年のスキー大会では、初めてフィニッシュ地点より上に登って、
コースから選手の滑りを見ることになりました。スーパー大回転競技
での選手はとにかく速く、うまく写真を撮るのが難しい！生身で時速
100 km、自分にはできないなぁと痛感。（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！

　２月24日・25日の２日間にわたり、全国から中高生
のトップスキーヤーが集結して93’世界アルペン開催
記念大会が開催されました。全日本選抜ジュニアス
キー選手権大会は、1993年のアルペンスキー世界選手
権大会を記念して翌年から開催され、今回で19回を迎
えました。
　競技は、24日の中学生男子の部のみ中止となりまし
たが、町内関係選手としては、久保田美鈴選手（盛岡
農業高）が24日に第６位、続く25日にも第８位と連続
入賞を果たし、その他多くの選手が出場し、全国の強
豪を相手に自己の限界に果敢に挑戦しました。
〈競技結果（町内在住中学生・雫中卒業生分〉

①FIS2012全日本ジュニアスキー選手権大会
　アルペン競技・スピード系種目スーパーＧ　～２月24日
☆男子【14位】小松　悠平（平舘高）

【23位】笹田　明誠（盛岡中央高）
【38位】木船　啓佑（不来方高）
【47位】松田　悠雅（盛岡中央高）
【59位】一本木健太（盛岡中央高）
【62位】天川　優輝（盛岡中央高）

☆女子【第６位】久保田　美鈴（盛岡農業高）
〈中学生の部〉
☆男子【46位】木船　拓海（岩手中）
　　 　【54位】高橋　諒介（雫石中）
　　 　【55位】笹田　英哲（雫石中）
☆女子【21位】高橋　美乃（雫石中）
②FIS第19回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会
　アルペン競技・スピード系種目スーパーＧ　～２月25日
☆男子【21位】小松　悠平（平舘高）

【22位】笹田　明誠（盛岡中央高）
【36位】小野寺健太（雫石中）
【44位】木船　啓佑（不来方高）
【56位】松田　悠雅（盛岡中央高）
【67位】天川　優輝（盛岡中央高）
【68位】一本木健太（盛岡中央高）

☆女子【第８位】久保田　美鈴（盛岡農業高）
【11位】袖林　瑠依（盛岡中央高）
【34位】上野　小春（盛岡中央高）

〈中学生の部〉
☆女子【22位】高橋　美乃（雫石中）
　　　 【29位】滝澤　茉由（雫石中）

● ３月～４月の主な行事予定 ●
【３月】
　15日㈭ 雫石中学校卒業式
　16日㈮ 小学校卒業式（御明神・安庭）
　17日㈯ 小学校卒業式（雫石・七ッ森・上長山・
 下長山・西根・橋場・大村・南畑）
　23日㈮ 教育委員会議
【４月】
 6日㈮  小学校入学式（七ツ森・上長山・下長

山・西根・橋場）
 雫石中学校入学式
 7日㈯ 小学校入学式（雫石・御明神）
　　　　　雫石高等学校入学式
 8日㈰ 雫石町スポーツ少年団結団式
 9日㈪ 小学校入学式（南畑・安庭）

中央公民館 1階ロビー ふれあい広場展示のご案内
どうぞご来場ください！

３月９日（金）～18日（日）
石市在住、菊地写真館・菊地信平氏による、震災の

記録写真を展示します。

菊地信平写真展　東日本大震災の記録

＊第85回全日本学生スキー選手権大会（インカレ）
については、広報しずくいしをご覧ください。

雫石スキー場で世界アルペン開催記念大会開催！　２月24日（金）～25日（土）トピックス2

24日・25日連続入賞を果たした久保田選手
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