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特集

学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

　５月20日（日）、雫石町総合運動公園を会場に、第28回岩手山ろくファミリーマ
ラソンを開催しました。
　昨年度は東日本大震災の影響により開催中止としたため、２年ぶりの開催とな
りましたが、町内からは191人、被災地からも95人が参加し、初夏の陽気に恵ま
れた雫石を駆け抜けました。

1,668人のランナー、晴天の雫石を駆け抜ける！
～第28回岩手山ろくファミリーマラソン～

【10km男子29歳以下】　　 ４位　　上野　正太
　６位　　上野　洸平

【４km男子中学生】　　　 ２位　　柿木　郁人
　３位　　藤本　雄大
　５位　　村上　純人

【４km男子小学校高学年】３位　　杉田　真英

【４km男子小学校高学年】４位　　村田　涼輔
【４km女子40歳以上】　　 ３位　　竹内　美智子
【４km女子中学生】　　　 ５位　　村上　優空
【４km女子小学校高学年】３位　　杉田　侑愛
【３km女子小学校低学年】１位　　桐山　はる菜

　６位　　宮林　沙羅

～第28回岩手山ろくファミリーマラソン上位入賞者一覧（町内）　敬称略～
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特集 ～地域ぐるみで教育振興運動の実践を ！
　 教育振興運動は､ ５者（子ども・家庭・学校・地域・行政）による、子どもを取り巻
く環境を見つめ直す取り組みです。それぞれに大切な役割があることを分かり合い、たく
さんの皆さんに参加していただくことが、大きな成果につながります。

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692‒6590）

　友だちいますか？なんとなくの友
だちじゃなくて、心からの友だち。
３年生の２学期、あたしはピカピカ
の転校生になった。ある日、ふでい
れを床に落とし
て、泣きそうに
なっていたら、
消しゴム捜索隊
が結成された！
さて、どんなメ
ンバーが

～家読におすすめ〈６月のテーマ「ともだち」〉町では『家読』に取り組んでいます～
　6月、そろそろ友だちもたくさんできた頃でしょうか。元気いっぱいの子、おしゃべり好きな子、静かにすご
すのが好きな子、などいろいろな仲間がいますよね。どの子とも友達になって、楽しい毎日を過ごしたいですね。

　おかあさんはよく、「おともだち
できた？」ってきくけど、「なんで
ともだちが必要なの？ともだちなん
かいらない」とおもっているワニ
のカイくん。ある
ひ、うさぎのウー
ちゃんがやってき
て、カイくんにこ
ういった、「とも
だちになろうよ」。
どうする、カイく
ん

　６年生もけっこうたいへん。正直
だと、ぶつかってばかりで疲れる。
ウソばっかりだとつまらなくてイラ
イラする。ハッピーでいるのってむ
ずかしい…。小
学校でも塾でも
なかなか自分ら
しくなれないサ
トコ。そんなサ
トコが好きな男
の子と仲良くな
ろうとして…。

ともだちになろうよ
（中川ひろたか・作/ひろかわさえ
こ・絵）アリス館

ハッピーノート　
（草野たき・作/ともこエヴァーソ
ン・絵）福音館書店

こんどこそ友だち
（山下夕美子・作/中村悦子・絵）

　㈱教育画劇

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〉

今年度の中心となる３つの取り組み
①子育て講演会・・・７月に各地区公民館で開催
　子どもを取り巻く現状と課題をとらえ､ より良い子育てとは何かを考えて
みませんか。今年度も次のテーマで開催します。
○７月９日（月）「保育現場から子どもを見ると」（御明神公民館）　
○７月10日（火）「子どもの健やかな心と体は毎日の食事から」（西山公民館）
○７月12日（木）「テレビ・ゲーム過多の弊害とは」（御所公民館）
○７月19日（木）「脳のはたらきと子どもの成長」（雫石公民館）

③雫石町教育振興運動実践交流会　12月１日（土）に野菊ホールで開催
　今年度の各地区実践の成果を交流し合う大会です。３つの実践区から実践報
告と子どもによる活動発表､ そして講演会を予定しています。町民の皆さんが
一堂に会して子どもの健やかな成長を考え、確かめ合う機会です。今年度は、
上長山小実践区､ 御明神小実践区、南畑小実践区から､ 取り組みを報告してい
ただきます。さらに、上長山小実践区からは活動発表も予定しています。

②第６回雫石町親子読書のつどい　11月17日（土）に中央公民館で開催
　読み聞かせボランティア団体､中学・高校の図書委員会、ジュニアリーダー、
昔っこ語り隊などが企画運営する、幼児から大人まで楽しめる集会です。おは
なし会、読書クイズ、昔語り、読み聞かせ講習会などの内容を、各団体の代表
者会で検討しています。

どなたでも参加できますので、それぞれの会場に足を運んでいただき、頑張っている皆さんにご声援をお願いします。
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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（4・5月）
―その１　議案編（５月）以下の議案が可決されました―

１．雫石町社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて
―その２　質疑応答編（４月）―

①中学校生徒の朝の送りについて
委員　生徒を乗せて中学校へ送る際に校門の左側の
生徒昇降口付近に入っていく車が見受けられ、他
の通学してくる生徒達と交錯する場面が発生して
いるようだが、教育委員会としてはどのように考
えるか。

教委　校門の外でおろす方がいいのか校地内に入る
方がいいのかは、様々なケースが想定され意見が
分かれるところです。ただ、やむを得ず校地内に
入る場合でも、校門を入って右側の簡易的なロー
タリー部分を利用し、スクールバスと同じように
動いていただければ問題は少ないのではないかと
考えております。

②小学校のホームページについて
委員　町内の小学校でホームページを立ち上げてい
る学校はあるか。また、今後どのような展開を想
定しているか。
教委　現時点で、ホーム
ページを立ち上げている
小学校は、御明神小と安
庭小の２校ですが、今年
度、岩手県立総合教育セ
ンターのモデル事業を活
用し、年度内にすべての
小学校で立ち上げる予定
です。

 【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

【日　時】７月６日（金）13：30～16：00
【場　所】中央公民館・大会議室
【内　容】
★着物リメイクファッションショー
　御所公民館で開催した着物リメイク講座の作品発
表会です。
＊進行：着物リメイク講座講師　　小赤澤直子さん
★着物のちょっとふかい話
　知らなかった着物のあれこれ、粋な着こなし方を
覚えて、着物をもっと楽しもう！
＊講師：きものと帯 ｢ふじ美苑｣

店長　福田こうへいさん
【受講料】１人300円
【対象・定員】町内在住または勤務
の方・先着50人

【申し込み】７月２日（月）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。

～レアチーズケーキを作ろう！～
【日　時】７月29日（日）10：00～12：00
【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
【持ち物】エプロン・三角巾
【申し込み】７月25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。

～ビーズアクセサリーを作ろう！～
【日　時】７月29日（日）13：30～15：00
【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10人
【申し込み】７月25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。

和を楽しむ講座「本日、着物日和」 御所公民館おやつ教室

御所公民館手芸教室

委委員　委員 委委員　委員

教委　教委

教委　教委

＊このほかにも、通学路等の安全点検について、町スポーツ少年団結団式について、テレビの視聴時間削減
についてなどが話し合われました。
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　生活に役立つパソコンを家庭で活用できるよう、日本
語入力の仕方からワード・エクセルを利用しての文書や
簡単な家計簿の作成、インターネット体験を行います。
【日　時】７月２日～８月６日の毎週月曜
　　　　（７月16日を除く）全５回
①午前コース　10：00～12：00
②午後コース　14：00～16：00
③夜コース　　19：00～21：00

【場　所】西山公民館
【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・先着10人
【申し込み】６月20日（水）～27日（水）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）。

【持ち物等】筆記用具
【その他】参加人数がごく少数の場合は、コースの
開催を見送ることがあります。また、講師の都合
により日程を調整することがあります。

　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】７月25日（水）10：00～13：00
【場　所】中央公民館・調理実習室
【献　立】小田巻き蒸し　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】７月12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。

～国指定史跡徳丹城を訪ねて～
―平成24年造営1200年を迎えて―

【日　時】６月27日（水）
　 　　　８：30　町役場前集合・出発
【見学場所】矢巾町方面
・徳丹城跡　　　　　　・矢巾町歴史民俗資料館
・幣懸（ぬさかけ）の滝
・宮沢賢治の碑（水辺の里）
・稲荷街道　　　　　　・徳田神社　　　　など
＊天候や交通事情により、変更の場合があります。

【参加料】2,000円（入館料・保険料・昼食代等）
【定　員】先着25人
【申し込み】社会教育課へ６月22日（金）までにお申
し込みください（内線284）。

[ ３期・４期 ]
新しくなったマシンで楽しくトレーニングしましょう！

【日　時】
[ ３期：午前の部 ]
７月３日～９月11日（毎週火曜・全10回）
　10：00～11：30（ただし８月14日は除く）
[ ４期：午前の部 ]
７月５日～９月13日（毎週木曜・全10回）
　10：00～11：30（ただし８月16日は除く）
[ ４期：夜間の部 ]
７月５日～９月13日（毎週木曜・全10回）
　19：00～20：30（ただし８月16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・定員】町内在住の方・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】６月22日（金）～29日（金）までに町営体
育館へ電話でお申し込みください。

西山公民館パソコン教室～初めてのパソコン編

ヘルシークッキング～ 500ｋｃａｌ実行委員会

第 1回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）

平成24年度雫石町民筋力アップ＆体力向上教室

[ ３期・４期 ]
【日　時】
　［３期］７月３日～９月11日
　（毎週火曜・全10回）
　16：30～18：00
　（ただし８月14日は除く）
　［４期］７月５日～９月13日
　（毎週木曜・全10回）
　16：30～18：00（ただし８月16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】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】６月22日（金）～29日（金）までに町営体
育館へ電話でお申し込みください。

平成24年度雫石町ジュニア・アスレティック教室

275_205_308.indd   4 12/06/08   17:00



5 広報●教育しずくいし●2012●6●No.87●

自然体バレー塾in雫石☆豪華 2本立て！

～自分の発想・ペースでオリジナルの陶器を作ろう！～
【開催日】５月～11月の毎週木曜（祝祭日は除く）
※ 新会員の講習会は、７月の毎週木曜の予定です。
【時　間】９：00～13：00
【場　所】御明神公民館
【会　費】年額2,000円（材料費別途）
【対　象】どなたでも
【申し込み】御明神公民館へお申し込みください（受
付：平日８：30～17：15）。

　2016年国民体育大会、雫石町で開催されるアー
チェリー競技をぜひこの機会に体験してみませんか。
【主　催】（財）雫石町体育協会
【主　管】雫石町アーチェリー協会
【日　時】①６月23日（土）②６月30日（土）
　　　 　いずれも10：00～ 12：00
【場　所】雫石町総合運動公園内
【対　象】小学５年生～60歳くらいまでの方
【講　師】財団法人日本アーチェリー協会公認指導員
【参加料】２回で1,500円（保険料含む）
【申し込み】６月15日（金）～21日（木）まで町営体育
館へ電話でお申し込みください（担当細川）。

【その他】用具は町アーチェリー協会で準備します。

【日　時】
７月11日～８月29日（毎週水曜・全６回）
19：00～ 20：45（ただし８月15、22日は除く）
【場　所】雫石町営体育館
【内　容】ソフトバレー、3B体操ほか
　　　　 （参加者の希望に沿います）
【講　師】雫石町スポーツ推進委員
【受講料】1,000円（６回分・初回に集めます）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着20人
【持ち物】運動できる服装と靴、タオル、飲み物
【申し込み】社会教育課（内線288）へお申し込みく
ださい（受付時間：平日８：30～17：15）。当日の申
し込みでも参加可能です。

同好会員募集！御明神公民館焼きものクラブ

2012 第１回雫石町民アーチェリー教室 平成24年度前期スポーツ教室

● ６月～７月の主な行事予定 ●
【６月】
　16日㈯～17日㈰
 第64回県民体育大会ゲートボール競技
　16日㈯～18日㈪
 岩手地区中学校総合体育大会
　17日㈰ 御明神地区行政区対抗野球大会
　 雫石町民登山
　20日㈬ 小学校陸上記録会
　24日㈰ 第41回雫石地区女子ソフトボール大会
　25日㈪ 教育委員会議
【７月】
　３日㈫～ 4日㈬　小・小連携交流会
　８日㈰ 第64回県民体育大会アーチェリー競技

第47回雫石地区男子ソフトボール大会
　 御明神地区混合バレーボール大会
　 第50回御所地区行政区対抗野球大会
　 西山地区壮年男子ソフトボール大会
　21日㈯～ 23日㈪　県中学校総合体育大会
　22日㈰  第47回御所地区壮年男子ソフトボール

大会
　24日㈫ 小学校終業式（下長山・西根・大村）
　25日㈬ 小学校終業式（雫石・御明神・南畑）
　 教育委員会議
　26日㈭ 小学校終業式
 （七ツ森・上長山・橋場・安庭）
　27日㈮ 雫石中学校終業式
　28日㈯～ 31日㈫ 
　 富士市・雫石町少年交流事業
　29日㈰ 第44回雫石地区混合バレーボール大会

①教育講演会
スポーツを通して心を育てる。子育てのヒントいっぱい！
【日　時】７月６日（金）　18：30～20：30
【会　場】中央公民館
【講　師】草野健次（日本バレーボール協会公認講師）
【演　題】スポーツ人間学～スポーツを通した子育て
【対　象】小中学生の保護者、教育関係者、興味関心
のある方

【参加費】無料

②バレーボール教室
楽しく、上達するバレーボール教室。笑顔いっぱい！
【期　日】７月７日（土）・８日（日）
【時　間】９：00～15：00（受付８：30）
【会　場】西山公民館
【講　師】草野健次（日本バレーボール協会公認講師）
【対　象】町内の小中学生、町民及び町外希望者
【参加費】無料

【問い合わせ】実行委員会事務局
　上路克彦（090‒2794‒0549）
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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】６月21日（木） 10：30から
【会　場】中央公民館２階　視聴覚室
【プログラム】
・えほん…『どーこだどこだ』 ほか
・かみしばい…『あたま・あたま』
・パネルシアター…『はみがきはーみー』
・こうさく…『ジャンプ！キャッチ！』　　　　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】６月23日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『八方にらみねこ』…武田　英子 さく
・『ねこざかな』…わたなべ　ゆういち 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！（4/21～5/20受け入れ分　計135冊）

・おひさまやのおへんじシール………茂市　久美子
・かみさまはいるいない？……………谷川　俊太郎
・クレプスリー伝説 ４ ……………Darren Shan
・にげだした王女さま……………ケイト・クームズ
・もっかい！………………エミリー・グラヴェット
・人体～永遠のふしぎ！～…………ダン・グリーン
・ガリバーの冒険………………………井上　ひさし
・なぜカツラは大きくなったのか？
　　　　　　　　 …………キャスリーン・クルル
・世界の海1001のさがしもの…ケイティ・デインズ
・海辺の宝もの……………………ヘレン・ブッシュ
・身近な魚のものがたり…………………小泉　光久
・はまべには いしが いっぱい ………レオ＝レオニ
・リアル・ファッション………ソフィア・ベネット
・「悪いこと」したら、どうなるの？ …藤井　誠二

● ヤング・児童書 ●

〈６～７月の休館日ご案内〉
【６月】18、25日
【７月】2、9、16､ 23､ 30日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・新島八重 愛と闘いの日々 ……………吉海　直人
・朝鮮王朝101の謎 ………………水野　俊平・監修
・不登校児 再生の島 ……………………奥野　修司
・笑う介護士の真技………………………袖山　卓也
・NHKスペシャル 生活保護３兆円の衝撃
　　　　　　　　 ……………………ＮＨＫ取材班
・伝え上手な患者になる！…………………平松　類
・ピンピンコロリン体操…………………湯浅　景元
・ジュレの便利帳…………………………吉田　瑞子
・土を使わないはじめての野菜づくり…中島　水美
・あおものくんの育て方…………………澤田　直子
・遺　稿……………………………………立川　談志
・僕がパパに育つまで…………マシュー・ロゲリン
・ヘルプマン 20 ………………………くさか　里樹
・岩手宝国……………………………岩手日日新聞社

・雪まんま…………………………………あべ　美佳
・ペトロ………………………………………今野　敏
・ブラッド・スクーパ………………………森　博嗣
・太陽は動かない…………………………吉田　修一
・敗れざる幕末……………………………見延　典子
・極　北……………………………マーセル・セロー
・ラム・ダイアリー……ハンター・Ｓ．トンプソン
・玩具店の英雄……………………………石持　浅海
・棟居刑事の見知らぬ旅人………………森村　誠一
・マイクロ・ワールド（上・下）
　　　　　　　　 …………マイケル・クライトン
・ティンカーズ………………ポール・ハーディング
・しあわせなミステリー……… 伊坂　幸太郎 ほか
・サファイア………………………………湊　かなえ
・召　抱……………………………………上田　秀人

感震式書籍落下防止装置を設置しました
　図書館では『感震式書籍落下防止装置』を設置
しました。今年度から３年間で順次設置の予定で
す。震度５（目安です）クラスの揺れを感じると、
写真のようにバーが上がることで書籍の落下を防
止します。

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

お知らせください
引っ越し等で住所や電話番号などが図書館利用者登
録時と変更がある方は、図書館へご連絡下さい。
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№85 雫石高等学校　編～

次回は南畑小学校からの情報をお送りする予定です。

地域に根ざした教育
岩手県立雫石高等学校　教諭　小野寺　真由美

　今年度、新入生は43人で、全校生徒数は昨年度より16
人減少し148人となりました。本校では、少人数の学習
指導をはじめとして、小規模校の特性を活かした教育を
行なっています。
　徹底した個別指導を中心とした進路指導により、平成
23年度卒業生は、３月31日現在で全員が進学・就職の希
望を達成しています。

　部活動においては、スキー部が平成23～24年のシーズ
ン中、第61回岩手県高等学校スキー大会において22年ぶ
り２度目の男子総合優勝を果たし、インターハイや国体
へ出場するなど、顕著な活躍をしています。また、郷土
芸能委員会は、昨年度岩手県高等学校総合文化祭で優秀
賞を受賞し、今年８月に富山県で行なわれる全国高等学
校総合文化祭に岩手県代表として出場します。
　ボランティア活動も推奨し、１・２年生は、昨年秋に
宮古と山田へ瓦礫撤去等のボランティアを実施し、今年
も各学年とも５～６月に復興ボランティアに参加します。
　雫石高校は、地域に根ざした教育を目指し、実践して
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！

平成24年度雫石町早起き野球大会開幕！トピックス1
　５月３日（木）に毎年恒例の町早起き野球大会が開幕、昨年度より２チーム減ったものの、町内15チームの選手と
関係者が一堂に揃いました。
　あいにくの雨天により開幕戦はできませんでしたが、約200人の選手が新いわて南部営農経済センターに集まり
開会式を行いました。
　開会式では、昨年度優勝の「ハイテンションズ」チームから優勝旗返還を行
い、「ニーズ開発」チームの松浦友磨選手が力強く選手宣誓を行い、今シーズ
ンの健闘を誓いました。
　昨年度は町大会準優勝の「リラックス」チームが県大会で準優勝しているな
ど、今年度も雫石町のチームの活躍が大いに期待されます。
　早起き野球は、８月末までの予定で現在熱戦が繰り広げられています。選手
の皆さんにご声援を！
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広報「教育しずくいし」７月号は　７月12日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　ファミリーマラソンでアナウンスを務めました。「今日はかん
でいない。いいぞ！」と思っていたら、最後の最後に「バス」を「バ
シュ」と言ってしまい、ボランティアで来てくれたジュニアリー
ダーの中高生からのつっこみに耐え忍ぶ結果に…。トホホ…。（Ｎ）

　５月から、３年ぶりの本格的な発掘調査に従事しています。前
回もたくさんの発見がありましたが、今回はそれ以上！すでに３
週間で３年前の時の４か月分の土器が出土…。早くも「ほどほど
にしてくれ～」と思う今日この頃です。（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・スポーツのお知らせ

参加者がグッとイケてるおやじやマダムに変身できるよう、皆様応援してください！

　月に１度集まって、作ったり、考えたり、体をうごかしたり、五感をフルに使って楽しくワイワイ学習
することを目的に始まったイケてる学園は、５月の末に入学式＆顔合わせ会を行いました。

中央公民館生涯学習事業　イケてるおやじ学園＆イケてるマダム学園　スタート！

「～闘魂～轟く叫び、燃え上がれ４つの魂～」 雫石中学校体育祭
　「闘魂～轟く叫び、燃え上がれ４つの魂～」をスロー
ガンに、20回目の体育祭が５月19日（土）に盛大に開催
されました。
　当日は快晴に恵まれ、黄・白・紫・紅の４つの組団
の生徒とも正々堂々と競技に取り組みました。特に
も、今年のマスコット制作は、各組団とも非常に立派
なもので、ハイレベルな争いになりました。最優秀マ
スコット賞に輝いたのは黄組団でしたが、各組団とも
甲乙付けがたく芸術性に富んだものとなりました。

　新種目の「５色綱引き」では、５本の綱にそれぞれ
点数が決められており、その綱を自陣に引き込めば得
点という内容で、各組団とも様々な作戦による駆け引
きが繰り広げられ、見応えのあるものとなりました。
　総合優勝は黄組団でしたが、どの組団とも最後まで
あきらめることなく競技に取り組み、大変素晴らしい
体育祭になりました。
　生徒の皆さん、今回の体育祭活動で身に付けた力を
今後の学習、生活、部活動などの面で発揮していきま
しょう。保護者及び地域の方々、最後の最後まで温か
いご声援ありがとうございました。

トピックス2

トピックス3

イケてるおやじ学園
入学生

イケてるマダム学園
入学生

　お互いの素性を
取材し、紹介し合
う「タコ（他己）
紹介」

歌に合わせて
全員のニック
ネームを覚え
ました。
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