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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　41年前に雫石町上空で起きた航空機事故の犠牲者162人のうち、125人が富士市の
方々だったという悲しい出来事をきっかけに始まったこの交流事業。富士市と雫石町
の児童の皆さんは毎年体験学習やホームステイを通じて交流を深めています。　
　今年度は、富士市児童が雫石町を訪問し、チャグチャグ馬ッコ作り、川遊び体験、
小岩井農場でのバター作り体験を楽しみました。事故が起きた7月30日（月）には慰霊
の森の拝礼に参加し、当時の様子について講話を聞き、理解を深めました。

平成24年度富士市・雫石町少年交流事業 ～7月28日（土）～31日（火）

ぼくがよむ　まねしておとうと　ほんをよむ （北田　裕世　　御明神小 2年）
家読標語コンクール　入選作品　

学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ
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特集 ～中継…各実践区の取り組み状況（２）
　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。
　先月号から続くシリーズ「中継…各実践区の取り組み状況」、第２回は下長山小学校・
七ツ森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）

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（６・７月）
―その１　議案編（７月）以下の議案が可決されました―

１．平成25年度に使用する雫石町立小・中学校教科用図書の採択について
―その２　質疑応答編（６月）―

下長山小学校

七ツ森小学校

　下長山小実践区では、６月22日（金）に教振５者
会議をもち、読書・挨拶・家庭学習について重点
的に取り組むことを確認しました。今回は、４地
区の中の林崎地区についての実践を紹介いたしま
す。林崎地区では夏祭りには児童・生徒のさんさ
踊りや太鼓、若者たちによる屋台の出店で地域を
盛り上げ、小正月行事では雪庭に藁を挿す庭田植
えや餅つき、みずき団子作り等護国豊穣を願う行
事を行ってきています。伝統を守り地域の活性化
を考えています。

　七ツ森小の稲作体験は、５月18日（金）の田起こし
から始まりました。平成元年に始まった本校の米作
りは今年で24年目、この日は５年生が講師の荒屋進
さんからいろいろと教わりながら田んぼに鍬を入れ
ました。６月７日（木）は田植え、５年生が田んぼに
引かれた線に沿って苗を植え始めます。足が土にと
られ悪戦苦闘しますが、だんだんと植える様も板に
ついてきます。その後、４年生と６年生が助っ人に、
１～３年生が応援に来ました。６年生はさすがで、
もっとも植えにくい場所でも上手に苗を植えていき
ました。保護者・地域の方々の助けを得ながら作業
は無事終了、苗は現在順調に育っています。
　秋には赤飯を振る舞って、みんなでお祝いをします。

①町長杯の参加資格について
　　　各地区のスポーツ大会の中で、野球、女子ソ
フトボール、男子ソフトボール、バレー、卓球の
５種目に町長杯があり、出場資格を見ると、地区
大会ではそれぞれの地区で規制を緩和し、出場し
やすいものになっている。ただ、町大会では規制
は以前のままで、出場する選手の立場からすると
町大会の方が出場へのハードルが上がるイメージ
だが、出場資格等を緩和する予定はないか。

　　　現在の町のスポーツ大会は、年々参加者が減
少しており、各行政区では出場登録すること自体
が厳しくなっている現状は理解しております。た
だ、町長杯の出場資格等のルールは、各種目別協
会に任せていますので、それぞれの行政区から声
を上げて、それぞれの種目のルール改正につなげ
ていただければと思います。

　　委員 　　教委

＊このほかにも、復興教育の推進について、通学路の環境整備について、児童生徒に関わる生活習慣
病予防について、読み聞かせボランティアについてなどが話し合われました。
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　あるところに、ダンマリ・ムッツ
リ…ダリというあまりに長～い名前
の博士がいました。ダリ博士の口ぐ
せは、「でたらめこそ、わが命！」。
お酒の好きな博士は、飲むとごきげ
んで、♪でんで
んむしむし　む
しあつい♪など
とだじゃれが飛
び出します。話
はしだいにとん
でもないことに
なっていって…。

～家読におすすめ〈８月のテーマ「夜空に願いをこめて」〉町では『家読』に取り組んでいます～
　昼は暑い日が続きますが、夜になると涼しさが感じられ、夜空も澄んで月や星がきれいに見えますね。夜空を
ながめながら、神秘的な世界に思いをめぐらしてみてはいかがですか。

　お月見の準備をするためにくまの
ウーフは、うさぎのミミといっしょ
にススキをさがします。すると、き
つねのツネタがやってきて、『お月
さんはおだ
んごよりも
コロッケが
すきだ』と
いいます。
さて、お月
さんはだれ
についてい
くのかな？

　太陽についての神話や伝説は世界
中にあります。ギリシャの太陽神ヘ
リオスや太陽の火をぬすんだプロメ
テウスの話などが有名ですね。イン
ドの宇宙を３歩で歩いた男の話、
フランスの光
の速さを測っ
た学者の話。
そして、日本
のかぐや姫の
話。夜空がこ
れまでと違っ
て見えるかも
しれません。

〈くまの子ウーフの絵本〉
お月さんはきつねがすき？
（神沢利子・作/井上洋介・絵）

ポプラ社

おはなし星座館　―太陽とその仲間たち―　
（林完次・作/神野次郎・絵）

㈱ぎょうせい

だじゃれたっぷり宇宙大作戦
（内田麟太郎・作/工藤ノリコ・絵）

㈱佼成出版社

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〉

　500kcalに抑えたメニューの調理と試食を開催！
ダイエット、美肌、財布に協力的な実行委員会です。
【日　時】９月26日（水）10：00～13：00
【場　所】中央公民館・調理実習室
【献　立】ミニロールキャベツ　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】９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。

【日　時】９月19日（水）９：00～15：00
　　　　  ＊雨天決行
　　　　  ※８：50 中央公民館集合
【講　師】滴石史談会　副会長　関敬一氏
【受講料】１人300円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着25人　
＊徒歩散策可能な方
【申し込み】９月７日（金）までに中央公民館へお申し
込みください。締切日前に定員に達した場合はその
時点で締切となります。（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。

ヘルシークッキング～ 500kcal実行委員会～ 勝手にパワースポット?! in 雫石　七観音ミステリーツアー

 【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

【上映日】９月８日（土）１回目14:00 
　　　　  　　　　　　  2回目18:00　
　　　　 ＊開場は上映の30分前です。
【場　所】中央公民館野菊ホール
【前売券取扱い場所】中央公民館及び各地区
　　　　　　　　　 公民館

宮澤賢治原作・愛と勇気の長編ファンタジーアニメ映画「グスコーブドリの伝記」上映会
【前売券】一般（高校生以上）1,300円
　　　　 3歳以上中学生まで　800円
＊３歳未満は無料。60歳以上の方は、当日券（シニ
ア券）1,000円で入場できます。
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）
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［５期・６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】
[５期：午前の部 ]９月25日～11月27日
（毎週火曜・全10回）10：00～11：30
[６期：午前の部 ]９月27日～11月29日
（毎週木曜・全10回）10：00～11：30
[６期：午後の部 ]９月27日～11月29日
（毎週木曜・全10回）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
じたプログラムの作成・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】８月20日（月）８：30から町営体育館の
電話にて受け付けます（～８月31日（金）まで）。

［５期］
【日　時】９月25日～11月27日
（毎週火曜・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】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】８月20日（月）８：30から町営体育館の
電話にて受け付けます（～８月31日（金）まで）。

【日　時】９月27日～11月15日
（毎週木曜・全８回）16：30～18：00
【場　所】雫石町営体育館
【内　容】ラージボール卓球・ターゲットバードゴ

ルフ・スポンジテニスなど
【講　師】雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】高校入学後もスポーツ活動を続けた
い町内在住の中学３年生・先着10人
【受講料】1,700円（施設利用料・保険料含む）
【申し込み】８月20日（月）～31日（金）までに申込書
（町営体育館にあります）と受講料を添えて町営体
育館窓口まで直接お申し込みください。

平成24年度雫石町民筋力アップ＆体力向上教室 平成24年度雫石町ジュニア・アスレティック教室

財団法人雫石町体育協会中学３年生スポーツ教室

中央公民館１階ロビー
ふれあい広場展示のご案内
①雫石油絵同好会作品展☆
　8月23日（木）まで開催！

②町内長山出身！小野寺絹（旧姓　武田）さん
糸目友禅染絵展☆

　９月３日（月）～30日（日）まで開催！

● ８月～９月の主な行事予定 ●
【８月】
14日㈫ 雫石町長旗争奪行政区対抗野球大会
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
 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

【９月】
１日㈯ 雫石町ＯＢ野球大会
 第41回雫石町民相撲大会
５日㈬　岩手地区中学校駅伝大会
８日㈯～ ９日㈰　ミズノカップ第６回雫石ラー

ジボール・卓球オープン大会
９日㈰  第47回雫石町壮年ソフトボール中央大

会
  第11回雫石町ふれあい女性ソフトボー

ル大会
15日㈯～17日㈪　
　　　　岩手地区中学校新人体育大会
23日㈰  第32回雫石町混合バレーボール中央大

会
25日㈫　教育委員会議

274_207_309.indd   4 12/08/03   15:54



5 広報●教育しずくいし●2012●8●No.89●

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第47回雫石地区男子ソフトボール大会～７月８日（日）
【優勝】晴山【準優勝】上町三
【第３位】高前田一 /黒沢川
②第50回御所地区行政区対抗野球大会～７月８日（日）
【優勝】安庭【準優勝】赤滝【第３位】矢用 /天戸
③西山地区壮年男子ソフトボール大会～７月８日（日）
【優勝】野中【準優勝】八区【第３位】林崎 /上西根
④御明神地区混合バレーボール大会～７月８日（日）
【優勝】山津田【準優勝】中南
【第３位】天瀬 /上和野
⑤第47回御所地区壮年ソフトボール大会～７月22日（日）
【優勝】大村【準優勝】鴬宿【第３位】桝沢 /赤滝
⑥御明神地区グランドゴルフ大会～７月22日（日）
≪団体の部≫
【優勝】天瀬【準優勝】中島Ｂ【第３位】中島Ａ
≪個人の部≫
【優勝】田中与助（天瀬）【準優勝】赤沢修（天川）
【第３位】中村登（中島）　
⑦第44回雫石地区混合バレーボール大会～7月29日（日）
【優勝】高前田一【準優勝】東町【第３位】晴山

県中総体で雫中生大活躍 ！
━7月20日（金）～23日（月）

　今年も雫中生は、それぞれの目標に向け精一杯頑
張りました！３年生の皆さん、３年間お疲れ様でし
た。応援をいただいた皆さん、熱い応援ありがとう
ございました。

【バスケットボール男子】ベスト8
・準々決勝　対一関中　41－91

【バレーボール女子】ベスト8
・準々決勝　対米崎・小友・広田中　０－２

【ソフトテニス女子個人】優勝
徳田彩香・阿部綾夏組　 東北大会出場 ！

【柔道男子個人60kg 級】ベスト8　坂井和樹選手
【柔道女子団体】ベスト8
・準々決勝　　対江釣子中　０－３

【水泳男子個人100Ｍ自由形】８位　上澤田宇宙選手　
【陸上競技・四種競技】優勝　阿部智幸選手
【陸上競技・１年男子100Ｍ】４位　松原恭太選手
【陸上競技・棒高跳び】５位　正木慎一選手
【陸上競技・低学年４

×

100Mリレー】
５位　澁田、村崎、鎌田、松原選手

【陸上競技・男子総合】５位
【陸上競技・１年100MH】８位　水口優依選手
【陸上競技・３年100M】３位　中村美那選手
　東北中総体ソフトテニス部門の女子個人戦は、８
月８日（水）に盛岡市太田スポーツセンターで行われ
ます。健闘を祈っています！

町内各種スポーツ大会結果報告（※敬称略）
〈入賞・ベスト８以上紹介〉

　７月８日（日）に町営陸上競技場を会場に開催され、本町からは今年度より設立になった雫石
町アーチェリー協会から５人参加し、見事団体にて３位入賞を果たしました。
　同会場は2016年岩手国体アーチェリー競技会場となっています。雫石町アーチェリー協会の
今後の活躍もご期待します。

第64回岩手県民体育大会アーチェリー競技ターゲット部門　団体　雫石町が第３位！

ソフトテニス女子個人
優勝した徳田彩香・阿部綾夏組

≪その他雫中生の大会結果報告≫
①全日本吹奏楽コンクール盛岡地区大会～７月１日（日）
【中学校小編成の部】ゴールド金賞
※岩手県大会は、８月４日（土）に花巻市文化会館で行
われます。活躍を期待しています！
②第22回岩手県スポーツ少年団中学生ソフトテニス交流
大会　～７月28日（土）～29日（日）
【女子個人戦】優勝　徳田彩香・阿部綾夏組
③第４回岩手県中学生男女ソフトボール大会～７月28日（土）
【女子】ベスト８　対桜町中　０－６
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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

　絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、工作♪
できた作品（工作）は、その日の記念に持ち帰れます。
毎月第３木曜日の10時30分から中央公民館２Ｆの視聴
覚室で開催中！次回は９月20日（木）です。

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】８月25日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】・『８月６日のこと』…中川　ひろたか・文
・『ななしのごんべさん』…田島　征彦・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！（6/21～7/20受け入れ分　計134冊）

・グッバイ マイ フレンド ………………福田　隆浩
・オリンピックヒーローたちの物語……大野　益弘
・ごちそうがいっぱい……………きむら　ゆういち
・ゆうれいとどろぼう………………くろだ　かおる
・こころ～三十一番目の生徒………………七瀬　晶
・真夜中の動物園…………ソーニャ・ハートネット
・チャボとウサギの事件………………内田　麟太郎
・大接近！妖怪図鑑………………………軽部　武宏
・105にんのすてきなしごと ……カーラ・カスキン
・おおきなはてな………ヴォルフ・エァルブルッフ
・うみのどうぶつとしょかんせん…………菊池　俊
・もりへぞろぞろ………………………村田　喜代子
・ものまね名人 ツノゼミ ………………森島　啓司
・ひみつのたからチョコラーテ…………平山　暉彦
・ずっとずっといっしょだよ……………宮西　達也

● ヤング・児童書 ●

〈８～９月の休館日ご案内〉　【８月】13、20、27日【９月】3、10、17、24日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・女性だけの便利屋繁盛記………………安倍　真紀
・切るナビ！庭木の剪定がわかる本…上条　祐一郎
・たたかえ！てんぱりママ………………内藤　みか
・政治の修羅場……………………………鈴木　宗男
・ももこのまんねん日記2012………さくら　ももこ
・死んだあとのお金の話…………………中村　麻美
・自然素材の編みかごづくり…………佐々木　麗子
・未完の贈り物……………………………倉本　美香
・東日本大震災漢詩集………………愛媛県漢詩連盟
・万葉歌みじかものがたり…………………中村　博
・百人一首と遊ぶ一人百首……………上野　正比古

・ケルベロスの肖像…………………………海堂　尊
・もういちど生まれる…………………朝井　リョウ
・The ５００ …………………マシュー・クワーク
・ベスト本格ミステリ2012
　　　　　　　　　… 本格ミステリ作家クラブ 編
・ふるさと文学さんぽ 岩手 …… 須藤　宏明 監修
・エリートの転身……………………………高杉　良
・烏に単は似合わない……………………阿部　智里
・ひなこまち…………………………………畠中　恵
・清須会議…………………………………三谷　幸喜
・ジョン万次郎～海を渡ったサムライ魂～
　　　　　　　　　……………マーキー・プロイス
・話虫干……………………………………小路　幸也
・終活ファッションショー………………安田　依央
・ナイフ投げ師………スティーヴン・ミルハウザー
・千年鬼……………………………………西條　奈加

☆ご存知ですか？
「団体貸出」制度☆

　「団体貸出」制度とは、適当と認める団体に対し、
図書の館外貸し出しを行う制度です。保育所、学校
のほか、学童、児童館、おはなし団体、地域団体、
施設等にお貸しできます。対象となるかどうか、冊
数、期間、手続き等、まずは図書館までご相談くだ
さい。

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」№87 橋場小学校　編～
雫石町立橋場小学校　校長　角舘　まりこ

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！

第６４回岩手県民体育大会ゲートボール競技の町村の部で雫石町が総合優勝!!
＆第16回岩手県オープンレディースゲートボール大会も連覇!!

つながりを大切に
　本校では今年度、「いわての復興教育学校支援事業」
推進校（モデル校）の指定を受け、重点事項として取り
組んでおります。
　単に被災地や被災校を支援するのではなく、10年後20
年後に本校の子ども達がこうあって欲しいという願いや
必要性を考え、「つながりを大切に～支援から共生へ～」
というテーマを設定致しました。
　本校で特に大切にしたいつながりとは、「人と人との
つながり」です。地域や先輩の想い・素晴らしさ、本校
のよさなどを再確認し、自分達もこれからそのよさを受
け継ぎ、伝えていこうとする人間になって欲しいと言う
願いを込めています。また、昨年、陸前高田市立気仙小
学校と交流する機会を持つことが出来ましたので、その
つながりを広げたり深めたりしながら、いろいろな人と
共に生きていく実体験もさせたいと考えています。７月
には、気仙小学校さんからご招待をいただき、陸前高田
市で交流活動や被災地見学などを行わせていただきまし
たし（交流活動の様子は７月13日「岩手日報」紙に掲載）、
11月には、「橋っこもちっこそばっこまつり」に再度本
校にご招待する予定です。

　そして、それらの活動は、各教科や道徳等と関わらせ
ながら、学習や活動もつながっていくように工夫してい
ます。例えば、５年生は、国語教材「百年後のふるさと
を守る」での学びを「気仙小学校との交流活動」につな
げるようにしました（こちらも７月 12 日岩手日報「声」
欄に掲載）。
　このような取り組みが、最終的には、「豊かな心とた
くましい体を持ち、郷土を愛する意慾に満ちた子どもの
育成」という学校教育目標の実現に結びつくものと信じ
ております。

　６月16日（土）～17日（日）町営陸上競技場を会場に、県民体ゲートボール競技が開催されました。本町からは、
雫石町ゲートボール協会が参加し、町村の部65歳以上の部では第２位、年齢無制限の部では優勝し、見事４回
目の総合優勝を果たしました。
　また、７月１日（日）に矢巾町で行われた「第16回岩手県オープンレディースゲートボール大会」においても、
雫石町ゲートボール協会は２年連続３度目の優勝も果たしております。

次回は西根保育所からの情報をお送りする予定です。

トピックス1
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広報「教育しずくいし」９月号は　９月13日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　富士市・雫石町少年交流事業では、ホームステイを引き受けて
くださったご家族を始め、多くの皆様のご尽力により無事全日程
を終了することができました！この場を借りて感謝いたします。
皆様、本当にありがとうございました !! （Ｎ）

　毎日が真夏日！日中は炎天下での発掘調査（＋庁舎内での諸業
務＝残業）。家に帰っても、強力なホッカイロ（大：３歳半・小：
１歳半）の抱っこ攻撃で暑さ倍増！あまりの暑さに参り気味です。
いつまで続く？ この暑さ… （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！

　６月26日（火）、町スポーツ推進委員の大石
俊治さんがトロフィーや賞状額、カップなど
を大村小学校と安庭小学校の２校へ贈呈しま
した。
　大石さんは、県内外のクロスカントリース
キー大会にて優勝している現役のアスリー
ト。また、岩手県の実施する公立小学校体実
技アシスタント派遣事業の一環で、町内小学
校にて陸上競技の指導も行っています。
　「今まで出場したマラソンやクロスカント
リースキー大会で入賞し、いただいたもので
すが、小学校のスポーツ大会などで活用いた
だければと思います。町内小学生の運動能力
が向上し、大会で更なる活躍をすることを楽
しみにしています。」と話していました。

　今年度の第１回小・小連携交流会が、Ａグループ（安
庭・下長山・御明神・大村・南畑）は７月３日に安庭
小で、Ｂグループ（雫石・七ツ森・上長山・西根・橋場）
は７月４日に雫石小で開催され、来年中学校に入学予
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、外国語活動や国語、図工、そして体育
の授業を通し、十分に児童同士の交流が組まれた授業
が行われました。
　町内の小・中学校では、どこの学校でも力を入れて
取り組む３つの項目、「あいさつする」「返事をする」
「話を聞く」を【雫石町授業スタンダード】と名付け、
今年度の４月から取り組みをスタートしました。今回
の交流会では、この授業スタンダードの取り組みも見
られ、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見られました。

子どもたちの運動能力向上を願う～スポーツ推進委員大石氏が小学校にトロフィー贈呈

中学校に入る前に他校の友達を作ろう！第 1回小・小連携交流会開催！

トピックス2

トピックス3

　Ａグループの閉会式では、下長山小の鈴木校長先生
がその点を高く評価してくださり、「一層のパワーアッ
プを！」と励ましてくださいました。
　Ｂグループの橋場小の角館校長先生からは、「６年
生の話を聞く姿勢の良さ、めあてを持って積極的に授
業に臨んだ態度が立派でした。今日のことを一人ひと
りがしっかりと振り返り次に生かしましょう。この交
流会ができたことを感謝しましょう。次の交流会では
一層笑顔で声を掛け合えるようになりましょう。水泳
大会で元気に会いましょう！」とエールをいただきま
した。
　次回（11月）もたくさんの保護者の方々の参観をお
待ちしております。雫石町の将来を担う154人の子供
たちの様子をどうぞご覧ください。

◀安庭小学校の藤澤校長（右）に
トロフィーを渡す
大石さん（左）

南畑小学校での▶
贈呈の様子
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