
【優勝種目（団体）】
☆バスケットボール男子 （決勝：滝沢二中55－38）
☆バスケットボール女子 （決勝：滝沢二中75－43）
☆バレーボール女子　 　（決勝：滝沢中　２－０）
☆バドミントン男子　 　（決勝：滝沢南中２－０）
☆ソフトテニス女子　 　（決勝：松尾中　２－１）
☆卓球男子　　　　  　（決勝：姥屋敷中３－０）
☆柔道男子　　　　　  　（決勝リーグ：３勝１分）

【優勝種目（個人）】
☆バドミントン男子シングルス 　上村　星輝選手
☆バドミントン男子ダブルス　　 　　田口・高村組
☆バドミントン女子シングルス　 　　山本　愛満選手
☆ソフトテニス女子　　 　　徳田・阿部組
☆卓球男子　　　　　　 　　石亀光太郎選手
☆柔道男子60kg 級　　 　　坂井　和樹選手
☆柔道男子66kg 級　　　　　 　　小野寺海渡選手
☆柔道男子73kg 級　　　　 　　櫻　　　亮選手
☆柔道女子70kg 級　　　　 　　石山　成美選手

　今年の小学校陸上記録会は、当初20日
（水）開催の予定でした。しかし、台風の影
響が心配されたことから、前日の時点で延
期を決定し、21日（木）の開催となりました。
結果的には20日の方がコンディションは良
かった可能性もありますが、当時の気象情
報等からは、延期決定はやむを得ない状況
でした。
　時折小雨が混じる、肌寒い中での開催と
なりましたが、選手は自己ベストに挑み、
応援団は自分の学校の選手達を力一杯応援
していました。
　新記録も、ボール投げの５年女子と６年
男子計８人が達成し、熱く素晴らしい大会
となりました。
　選手及び応援団の皆さまお疲れ様でし
た。保護者及び地域の皆さま、児童への温
かい応援ありがとうございました。

　今年の地区中総体も、雫石中学校の生徒が大活躍しました。団体戦では、男女合わせて７種目で優勝、その他にも
３種目で県大会出場を決め、個人戦でも、９種目で優勝、そして多数の種目で県大会出場を決めました。
　県大会は、７月21日（土）から23日（月）まで県内各地で行われます。選手の皆さんの健闘をお祈りします。
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本を読む　家族みんなで　百ページ （山崎　駿弥　　下長山小 4年）
家読標語コンクール　入選作品　

特集1

特集2

学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

第46回雫石町小学校陸上記録会　～６月21日（木）

岩手地区中学校総合体育大会　～６月16日（土）～18日（月）

【各種目の優勝者紹介】（敬称略）◎は大会新記録
種　目 ５　年 ６　年

100M
女子 五日市理菜（雫　石） 石川　瑞穂（七ツ森）
男子 木内　優成（雫　石） 髙橋　太星（安　庭）

200M
女子 用　　呼々（七ツ森） 村田　萌音（安　庭）
男子 嶋津　陽斗（雫　石） 櫻田　　俊（西　根）

800M 女子 大久保　海（雫　石） 中村　　綾（雫　石）
1000M 男子 杉田　真英（雫　石） 谷地　竜弥（御明神）

80MH
女子 西家　里奈（七ツ森） 村田　萌音（安　庭）
男子 足立　拓実（七ツ森） 髙橋　太星（安　庭）

ボール投げ
女子 上中屋敷佳澄（御明神）◎ 高前田愛奈（下長山）
男子 堀切　海斗（西　根） 伊藤　広樹（安　庭）◎

走り高跳び
女子 小田かおり（下長山） 細川　愛留（七ツ森）
男子 細川　　蓮（七ツ森） 谷地　竜弥（御明神）

走り幅跳び
女子 丸山　　結（下長山） 藤本　真澄（大　村）
男子 橋本　有馬（雫　石） 高藤　成作（南　畑）

400Mリレー
女子 七ツ森小学校
男子 安庭小学校
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特集 ～中継…各実践区の取り組み状況（１）
　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。
　今月号から、シリーズとしてそれぞれの実践区での取り組みを紹介していきます。
　第１回は西根小学校・安庭小学校・雫石小学校からの報告です。

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692‒6590）

西根小学校
　西根小実践区では、６月15日に５者の代表による実践
区推進委員会を開催し、今年度の実践課題の推進等につ
いて話し合いを行いました。地域の方から、はきはきし
た挨拶で元気をもらっている等のうれしい言葉も頂きま
した。
　今年度の実践課題については、これまで本実践区が進
めてきた「アチャン師に学ぶ助け合い」「西根さんさ」
の継続とともに、「家読」の推進、テレビ等のメディア
に費やす時間削減に取り組むことにしました。
　環境意識の高揚のみならず共通課題「読書大好き雫
石っ子」の推進とも合わせ、強化週間を設定して取り組
みます。その中で感想等を交流し、活動を浸透させてい
きたいと考えています。

安庭小学校
　安庭小実践区では、「読書」と「あいさつ・言葉遣い」
に加え、今年度から「テレビ視聴時間」の見直しについ
ても取り組んでいきます。
　具体的な取り組みについては、５者が参加する本実践
区推進委員会で確認し、５者で連携した活動を通して子
育ち環境を整備していきます。本の世界にひたったり、
笑顔であいさつをしたり、相手の気持ちを考えた言葉遣
いをしたりすることにより、他に心を寄せ、優しい気持
ちで生活できる子供たちが育つような環境作りを、テレ
ビ視聴時間を意識することで自律的な生活をしようとす
る子供たちの意欲を引き出していきたいと考えています。

雫石小学校
　校内でまず取り組んだのは、あいさつ運動です。自分
から進んで行う元気のよいあいさつは、相手の気持ちを
明るくします。このあいさつ運動が、校内だけでなく地
域にも広がるように、５者会議で提案していきます。
　また、これまで同様「ふるさと雫石学習」を通して、
自分たちのふるさと雫石を知り、雫石との繋がりを深め
る活動を展開していきます。運動会では、地域の皆様か
ら学んだ成果を、踊りや青空太鼓で披露することができ
ました。
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　作者の沼田曜一さんは、テレビや
映画に出ている俳優さんです。民話
が大好きで、日本中を旅して民話を
集め、その楽しさをぜひ知ってもら
いたくて、この本を書いたそうで
す。動物だっておしゃべりします。
笑って､ 泣いて、怒りもします。か
めが空を飛んだり､ ねずみがすもう
をとったり。さあ、親子民話劇場の
始まり、始まり。

～家読におすすめ〈７月のテーマ「日本のむかしむかし」〉町では『家読』に取り組んでいます～
　日本には昔から伝わるお話しがいっぱいあります。きっとテレビで見たり家の人から聞いたりしたことがある
はずです。こんどは本の中で、不思議な話、こわい話、おもしろい話に出会ってみましょう。

　だれでもよく知っている「ももた
ろう」のおはなしです。すくすく育っ
たのは、おじいさん、おばあさんの
おかげだけでもなかったようです。
お供がどうして、犬､ さる、きじに
なったのでしょう。鬼のことをよく
知らないで鬼たいじに行ったももた
ろう。さてどうなったのか楽しみで
すね。 

　江戸時代の怪談集、上田秋成の「雨
月物語」から５編を選び､ 現代によ
みがえらせた、美しくもおそろしい
短編集です。誰しも自由気ままに好
きなことをやっていたい、その願い
が強くなると、人間は人ではなく別
なものに変化する。
　こわい話が好きな人向けの物語か
もしれません。

だれでも知っているあの有名な
ももたろう （五味太郎・作）

絵本館

現代変化物語「あやかし草子」　
（那須正幹・作/タカタカヲリ・絵）

株式会社日本標準

日本の動物ばなし
（沼田曜一・文/酒井公子・絵）

あすなろ書房

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〉

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（5・6月）
―その１　議案編（６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
２．雫石町教育委員会委員の辞職に関し同意を求めることについて
３．雫石町小学校適正配置検討委員会設置要綱の制定について
４．雫石町児童生徒就学援助事業実施要綱の一部改正について

―その２　質疑応答編（５月）―
①小・中学校の情報発信について
委員　雫石中学校では、学校だより「岩鷲」を月１回の区長配付で班回
覧し始めたようだが、教育委員会ではどのように評価しているか。ま
た、各小学校の情報発信はどうなっているか。

教委　それぞれの学校で情報発信していこうという姿勢は素晴らしいと
思います。中学校の先生方にも、生徒の進学先や学力の状況など、学
校生活の現状について積極的に公表して行こうとする姿が見られてい
ます。　

　　また、各小学校の情報発信についてですが、例えば七ツ森小学校で
は校報「七ツ森」を校区内の各行政区に班回覧しています。各小学校
で、校報を回覧するなり、ホームページを充実させるなり、工夫して
情報発信するよう呼びかけてまいります。

委委員委員　委員

教委　教委

＊このほかにも、小学校の運動会について、ファミリーマラソンについ
て、不登校対策研修会についてなどが話し合われました。

 

 
 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

    
 

 
 

 

275_206_310.indd   3 12/07/06   18:38



4  広報●教育しずくいし●2012●7●No.88●

　日常生活に浸透しつつあるインターネットを活用
し、ネットコミュニケーションのツールの一つであ
るブログの作成を学習します。
【日　時】８月22日～10月３日
　　　　（毎週水曜・全７回）19：00～21：00
【場　所】西山公民館・パソコン体験実習室
【受講料】1,000円

＋
テキスト代実費（初回受講時に

申し受けます）
　※テキスト代は1,600円前後になる予定です。
【対象・定員】町内在住または勤務の方でパソコン
で簡単な文字入力とマウス操作ができる方・先着
10人

【申し込み】７月19日（木）～31日（火）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

【日　時】７月22日（日）14：00開演（13：30開場）
【場　所】中央公民館・野菊ホール
【入場料】一般（中学生以上）　500円
　　　　 小学生　200円
　　　　 ＊未就学児の入場はできません。
【入場券販売場所】
中央公民館及び各地区公民館
＊電話での予約も可能です。
【問い合わせ】中央公民館
【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。

自家製ケチャップでナポリタン♪
【日　時】８月26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】８月９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。

　幕末から明治維新の動乱期、戊辰戦争の舞台に
もなった旧秋田街道を実際に歩き、当時の歴史を学
びます。
【日　時】８月１日（水）９：00～15：00
【参加料】１人200円
【対　象】町内在住の小学生（大人の方も参加可能）
【定　員】先着25人
【申し込み】７月27日（金）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）。
【持ち物等】昼食、飲み物、タオル、着替え等

【日　時】８月２日（木）13：30～16：15
【場　所】中央公民館
【内　容】
★子育て小噺～ママと４人の息子たち～
　講師　千葉大学教育学部付属幼稚園　　
　　　　　　　　　　　教諭　久留島太郎　氏
★ボディリフレッシュタイム
　～骨盤ストレッチでボディメンテ～
　講師　佐々木整骨院　院長　佐々木　航　氏
【受講料】１人300円
【対象・定員】町内在住の子育て中、または子育て
に入る方・先着30人
【申し込み】７月27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。

西山公民館パソコン教室～ネットでブログ編

雫石なんだり鑑賞教室・演劇編
大人も子どもも楽しめる宮沢賢治童話 イーハトーヴからやってきた三つのお話

こだわりクッキング～グッドエプロン倶楽部～ 第11回みんなで歩こう旧秋田街道

子育て息抜き講座～ママが私になる時間～

 【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

「土神と狐」「狼森と笊森、盗人森」「よだかの星」の三つを上演します。
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　和紙を使って「とうろう」をつくるよ！作ったとう
ろうは、御明神夏祭りの舟っこ流しの時に流します！
【日　時】８月７日（火）
〈午前の部〉９：00～10：00
〈午後の部〉14：00～15：00
＊上記時間内であれば、随時作ることができます。
【場　所】御明神公民館
【受講料】無料（材料はすべて公民館で準備します。）
【対　象】町内在住の小学生（大人の方も参加可）
【定　員】午前・午後の部それぞれ先着20人
【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）。

【その他】開催日以外でも作成することができます。
ご希望の方は御明神公民館にご連絡ください。

　ろうそくの揺れる灯りでやさしい時間をすごしてみよう。粘土でつくる夢灯りと牛乳パックで作る夢灯り
を両方つくります。

【場　所】中央公民館２Ｆ視聴覚室
【講　師】岩手県環境アドバイザー
　　　　 小赤澤直子さん
【受講料】１人500円

【対象・定員】町内の小学生・各回先着20人
【申し込み】７月27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）。

御明神公民館とうろうづくり教室

夏休みおいで塾～夢灯りを作ろう

【利用できる方】・町内に事業所のある団体
　　　　　　　・町内在住または勤務の個人
【申し込み】町営体育館へお申し込みください。
【会員券の受け取り方】実際に券を利用する方また
はその代理人が、印鑑（代理人の場合は代理人の
印鑑）を持参の上、直接町営体育館に来てください。
【その他】原則として利用は月１回ですが、空きが
ある場合はその限りではありません。また、団体
で利用する場合は、１回につき８枚まで貸し出し
ます。

雫石町保有八幡平カントリークラブ
ゴルフ会員券の貸出しについて

【日時・送迎バス運行コース】
№ 日　時 送迎バス運行コース（停留所）
① ８月６日（月）13：30～15：30 大村小、南畑小、安庭小、歴史民俗資料館
② ８月７日（火）13：30～15：30 上長山小、西山公民館、下長山小、七ツ森公民館、

東町公民館
③ ８月８日（水）13：30～15：30 橋場小、御明神小、西根小
＊送迎バスの利用には申し込みが必要です。発着時刻は中央公民館へお問い合わせくだ
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。

● ７月～８月の主な行事予定 ●
【７月】
　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
　　　御明神地区グラウンドゴルフ大会
　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

【８月】
　２日㈭ 小学校水泳記録大会
　４日㈯～　東北中学校体育大会
　14日㈫ 雫石町長杯野球大会
　16日㈭ 第34回御明神夏まつり
　19日㈰ 西山地区混合バレーボール大会
　　　　　第58回雫石地区町民運動会
　20日㈪ 安庭小学校始業式
　21日㈫  小学校始業式（安庭・上長山以外）
　　　　　雫石中学校始業式
　22日㈬ 上長山小学校始業式
　23日㈭  第12回よしゃれの里雫石グラウンド・

ゴルフ交流大会
　24日㈮ 教育委員会議
　26日㈰ 第58回御所地区町民運動会
　　　　　御明神地区親善ゴルフ大会
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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】７月19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…『なにをたべてきたの？』 ほか
・パネルシアター…『ぞうくんのさんぽ』
・こうさく…『ブーブーカーをつくろう』　　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！
次回、８月２日（木）はスペシャルです☆

【日　時】７月28日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『よあけ』…シュルヴィッツ・作
・『やまがあってね』…小野寺　悦子・文

　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！（5/21～6/20受け入れ分　計70冊）

・ヤマネコ号の冒険（上・下） …アーサー・ランサム
・よるの美容院…………………………市川　朔久子
・からだのなかにはなにがある？ …キム ヨンミョン
・みょうがやど………………………………川端　誠
・くまだっこ………………デイヴィッド・メリング
・おつかいまなんかじゃありません……柏葉　幸子
・よろしくともだち……………………内田　麟太郎
・うそついちゃったねずみくん……なかえ　よしを
・アリのおでかけ…………………………西村　敏雄
・ドレスを着た男子…デイヴィッド・ウォリアムズ
・ある日とつぜん、霊媒師 ２
　　　　　　　 …エリザベス・コーディー・キメル
・バッタさんのきせつ…エルンスト・クライドルフ
・ミュージック・ツリー………アンドレ・ダーハン
・きゃっきゃキャベツ………………いわさ　ゆうこ

● ヤング・児童書 ●

〈７～８月の休館日ご案内〉　【７月】16､ 23､ 30日【８月】6、13、20、27日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・宮沢賢治の全俳句…………………………石　寒太
・娘・はなへ－ママが遺したいのちのレシピ
　　　　　　　　 …………… …安武　千恵 ほか
・進化しすぎた脳…………………………池谷　裕二
・ふかいことをおもしろく……………井上　ひさし
・一杯のおいしい紅茶………ジョージ・オーウェル
・ぼくはお金を使わずに生きることにした
　　　　　　　　 …………………マーク・ボイル

・とうへんぼくで、ばかったれ………朝倉　かすみ
・夜の国のクーパー……………………伊坂　幸太郎
・勝ち逃げの女王 ～君たちに明日はない４
　　　　　　　　 ………………………垣根　涼介
・岳飛伝 １ ～三霊の章～ ………………北方　謙三
・漏　洩 ～素行調査官 ３～ ……………笹本　稜平
・尋ね人……………………………………谷村　志穂
・衆…………………………………………堂場　瞬一
・女が嘘をつくとき………リュドミラ・ウリツカヤ
・レディ・マドンナ………………………小路　幸也
・夜をぶっとばせ…………………………井上　荒野
・事件でござるぞ、太郎冠者……………井上　尚登
・十二単を着た悪魔………………………内館　牧子
・秋霧の街…………………………………柴田　哲孝
・霖雨…………………………………………葉室　麟

閲覧席側窓に「網戸」がつきました

『第45回岩手県読書感想文コンクール
課題図書』を貸出準備中です。

　皆さんからの「網戸があったほうがいいのに…」
というご意見をもとに、このたび網戸の取付工事を
行いました。ハチなどの害虫侵入防止や換気の点な
どで、環境の改善が期待されます。

　夏休みスタートまでに貸出ができるように準備中
です。１作品１冊ずつの蔵書ですので、
　・返却期限（２週間）を守って
　・１人で複数の課題図書を借りることのないよう
　　お願いします。

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。

施工前 施工後

275_206_310.indd   6 12/07/06   18:38



7 広報●教育しずくいし●2012●7●No.88●

今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№86 南畑小学校　編～

次回は橋場小学校からの情報をお送りする予定です。

かしこく優しい南畑っ子に！
雫石町立南畑小学校　校長　菊池　忠雄

１　家庭学習の習慣化を目指した取り組み
　本校では、数年前から本格的に、学年の発達段階に応
じた目標時間に達するよう家庭学習への取り組みを指導
してきました。毎日、子どもたち全員が取り組むことを
目指して、学校では家庭学習ノートやがんばりカードへ
の担任による励ましやアドバイス等々を、家庭では保護
者の皆さんによる励ましの言葉がけを継続的に行ってき
ました。その結果、子どもたち全員が毎日の家庭学習に
取り組むようになり、家庭学習の習慣化が図られてきま
した。今後もこの取り組みを継続するとともに、一時間
一時間の授業を充実させ、学力向上を図るよう努力して
いきたいと考えています。 ２　思いやりの心を育てる30年以上の取り組み　　

　思いやりの心を育てようと始まった日赤鶯鳴荘との交
流は30年以上が経過しました。毎月の誕生会・花壇の花
植え・運動会・七夕飾り付け・クリスマス会・節分行
事・車椅子清掃等々で訪問するとともに、学校の運動

会・感謝の会・学習発表会に入所者の方々
をお招きするという交流の機会は、年間20
回に及びます。訪問日があいにくの悪天候
であっても、子どもたちは「入所者の皆さ
んが喜ぶ顔を見ると、自分たちも嬉しくな
るから…。」と言って元気に出かけて行き
ます。その姿から思いやりの心がしっかり
と育っていることを実感しています。

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！

①御所地区行政区対抗混合バレー大会　～６月３日（日）
【優勝】安庭　【準優勝】矢櫃・九十九沢・町場混合チーム
【第３位】片子沢/鴬宿
②御明神地区壮年男子ソフトボール大会 ～６月３日（日）
【優勝】天瀬　【準優勝】下春木場
【第３位】南/上春木場
③西山地区行政区対抗野球大会　 ～６月３日（日）
【優勝】林崎　【準優勝】五区　【第３位】野中・篠崎
④雫石地区行政区対抗野球大会　 ～６月３日（日）
【優勝】林　【準優勝】晴山
【第３位】七ツ森・丸谷地／上町一・二
⑤第41回雫石町スポーツ少年団春季野球大会
 　～６月９日（土）～10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
（育成の部）　 【優勝】西山ボンズJｒ
　　　　　　 【準優勝】雫石ベアーズ野球

⑥御明神地区行政区対抗野球大会 　～６月17日（日）
【優勝】まがき　【準優勝】山津田　【第３位】中島/和野
⑦第41回雫石地区女子ソフトボール大会 ～６月24日（日）
【優勝】林　【準優勝】谷地　【第３位】駅前

町内各種スポーツ大会結果報告

≪メインの部・優勝「西山ボンズチーム」≫
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広報「教育しずくいし」８月号は　８月９日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　富士市少年交流事業で、７月28日～ 31日まで富士市の児童40
人が雫石町を訪問します。川遊びや小岩井農場見学等の体験学習
を行い、夜は雫石町児童のお宅にホームステイ！富士市児童が楽
しい思い出を作れるよう、町全体で歓迎をお願いします !!（Ｎ）

　先月に続いて発掘調査ネタとなりますが…。梅雨のはずが、「毎
日働け！」と言わんばかりの連日の晴天と暑さ！そして出土する
大量の土器石器！さて、夏休みに発掘体験したい子ども達はいま
せんか？興味ある方は担当（社会教育課）までご一報を。（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！

生涯文化課主事　村田　信也（雫石町中央公民館）

●みなさん、お待ちかね！　…1年ぶりのリレーコラム

もうすぐ、夏休み！雫石の夏の恒例行事のご案内

　今年の４月、私は雫石町職員として採用を頂きました。そこで、新採用職員研修を通じて感じた町内の魅力を
書きたいと思います。
　研修は町内の各施設まで車で移動しますが、どこを見渡しても自然が豊かであり、とても景観が綺麗な町とい
う印象を受けました。中でも特に感じるのは、山の魅力であると思います。町は山に囲まれているということも
あって桜、紅葉、雪山など季節の変化に応じた景色を楽しめるので、登山やスキーをするには最適の場所である
と思います。色々な山に登り、町内を様々な角度から眺めるというのも、一つの楽しみ方であると考えます。
　また、雫石の魅力として挙げられるのが食べ物が美味しいことです。自然豊かな環境で作られた農作物、牧場
で大切に育てられた雫石牛など健康的な食品が多いのも特徴の一つと思います。
　まだ知らないことがたくさんありますが、町の良いところを知り雫石の発展に貢献できるよう頑張っていきた
いと思います。

【期　日】８月16日（木）
【内　容】盆踊り大会18：00～
　　　　 舟っこ流し20：15～
　　　　 花火大会　20：25～
　＊盆踊り大会に参加した方は、豪華景品が当たる大抽選会に
参加することができます（ただし、景品には限りがあります）。
【場　所】
 御明神公民館駐車場（盆踊り大会）
 御明神大橋河川敷（舟っこ流し、花火大会）
【問い合わせ】御明神公民館

■ 野菊ホールメインコンサート ■
【日　時】８月12日(日)
　　　　 開演14：00（13：30開場）
【場　所】中央公民館野菊ホール
【入場料】前売500円（当日700円）
＊小学生無料・未就学児は入場できません
【入場前売券取扱場所】中央公民館及び各地区公民館、
カワトクプレイガイド、プラザおでって
【託児室】無料託児室を設置します。ご希望の方は事
前にお申し込みください。
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

■ まきば園ミニコンサート ■
【日　時】８月11日（土）　
　　　 　１回目　11：30 ～
　　　　 ２回目　14：30 ～
【場　所】小岩井農場まきば園内　展示資料館
【入場料】無料ですが、まき
ば園の入場料が必要となり
ます。
【問い合わせ】
小岩井農場まきば園
（692-4321）

トピックス

第34回御明神夏まつり

第７回ふれあいコンサート in 雫石 ～東京芸大生とのふれあい音楽祭　チケット好評発売中！～
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