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特集1 音楽の楽しさを伝えてくれました♪第７回ふれあいコンサートin雫石

８月12日に行われた第７回ふれあいコンサートin雫石〜東京藝大器楽科有志と山本正治教授がお贈りするふれあい
音楽祭〜では、クラリネットを学ぶ学生20人の優雅な演奏が行われました。クラシックだけでなく、アニメ音楽や異
国民謡なども演奏され、来場者の耳を楽しませてくれました。雫石中学校吹奏楽部、しずくいし混声合唱団とのコラ
ボレーションステージもあり、多くの町民に楽しんでいただくことができました。

特集2 第38回雫石町小学校水泳記録会結果報告！ 〜８月２日（木）県営屋内温水プール〜
各校の選手とも自己記録の更新を目指し、頑張りました。暑い中応援して下さったご家族・応援団のみなさん、あ
りがとうございました。各種目の第１位を下記に、２位・３位は８ページで紹介しております。（※敬称略）
種目

５年女子

50ｍ
自由形
50m
背泳ぎ
50m
バタフライ
50m
平泳ぎ
200m
リレー（共通）
200m
メドレーリレー（共通）

６年女子

國井

璃胡（雫石）
前澤 亜美（雫石）
46秒17
40秒75
大森 朱夏（雫石）
村上 遥（七ツ森）
48秒51
49秒51
中屋敷彩音（御明神） 細川 愛留（七ツ森）
56秒61
48秒06
簗場 ゆい（雫石）
高前田愛奈（下長山）
58秒08
52秒52
七ツ森（吉田、小笠原、細川、村上）
２分53秒72
七ツ森（村上、細川、小笠原、吉田）
３分22秒81
〔
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５年男子

６年男子

柿木

奎又（橋場）
横欠 旭飛（御明神）
40秒88
39秒61
柿木 奎又（橋場）
土樋
迅（下長山）
53秒93
50秒06
吉田 優吾（雫石）
髙橋 太星（安庭）
58秒75
44秒55
木内 優成（雫石）
櫻小路蒼汰（下長山）
52秒73
49秒50
下長山（土樋、蟹沢川、山崎、櫻小路）
２分49秒95
安庭（髙橋拓也、小林、髙橋太星、伊藤）
３分20秒82
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特集①

〜中継…各実践区の取り組み状況（３）

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。
シリーズ「中継…各実践区の取り組み状況」、今回は橋場小学校・大村小学校・雫石高
校からの報告です。

橋場小学校
本実践区では、町の共通課題を受け「テレビを消して家庭学習・読書に取り組もう」をテーマに、
「は（８つ）
し（４つ）ば（８つ）
」大作戦を展開しています。（文責；角館）
■学校での指導８ は
①
「学習の手引き」作成
②
「夏
（冬）
休みひとり勉強ガイド」
作成
③家庭学習強化週間設定
（年２回）
④授業と連動した宿題設定（まな
びフェストと連動）
⑤「ひとり勉強ノート」の紹介（掲
示・通信等で）
⑥校舎丸ごと図書館構想
⑦読破目標設定

■家庭の環境設定４ し
①家庭学習の時間設定
②家庭学習時のテレビ OFF
③読書環境づくり【手の届くとこ
ろに本を。読書する姿を。】
④辞書引きの習慣を（家庭用の国
語辞典を全児童に配布）

■子どもの取り組み８ ば
①毎日学習・読書の習慣化
②ひとり勉強にチャレンジ
③意味調べは家で（４年生以上）
④宿題は毎日提出の習慣を
⑤読書目標の達成
⑥お勧めの本の紹介
⑦読書ジャンルの拡大
⑧保育所で読み聞かせボランティ
アを

大村小学校
大村小学校実践区では、昨年度、教振の組織を PTA から切り離し、
地域の各団体代表から成る「教振推進委員会」を立ち上げました。推
進委員は、日頃から幼児、児童、生徒の健全育成に携わっていただい
ている大村保育所・大村小 PTA・雫石中 PTA・山祗神楽保存会・大
村スポーツ少年団・自主防災福祉振興会・御所地区交通安全協会・長
寿会・地区子ども会育成会の代表や大村行政区長・民生児童委員等、
20人程です。
６月28日に教振５者会議と推進委員会を開催し、今年度のめあて
（読
書・挨拶・家庭学習）や事業について話し合いました。11月の日曜参
観日には教振講話会、また、２月の推進委員会では、諸団体の活動報
告をし合い、次年度に生かす計画です。大村地区は、これまでも地域
ぐるみで児童生徒の育成に熱心に取り組んできた地域ですが、情報交
換することで横の連携を密にする。それが、教振の大きな役割ではな
いかと感じています。

雫石高校
雫石町共通実践課題「読書大好き雫石っ子」への取り組みのひ
とつとして、５月26日
（土）
の環境整備・緑化活動の中で、図書委
員と PTA 学年理事が今年も図書館整備を行ないました。図書館
の利用については、毎年少しずつ増加しています。
また、今年度から課題となった「テレビ視聴時間の削減」につ
いては、実態調査から今後の取り組みについて検討しています。
家庭での主な過ごし方は、
テレビ視聴と趣味と携帯メールでした。
独自課題となる「あいさつの励行」については、６月と10月に
PTA と生徒会とで「あいさつ運動」を実施しています。

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692‒6590）
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特集② 上野宏さんが教育委員長に就任しました！
欠員となっていた町教育委員に議会の同意を得て上野宏さん（８月６日付、
67歳、上町一・二）が任命されました。任期は、前教育委員の残任期間である、
平成24年９月30日までです。
上野宏委員は、昭和43年４月から教諭として小学校に勤務され、途中、雫石
小学校の教諭を９年間務められました。また、上長山小学校の校長として平成
12年４月から４年間、御明神小学校の校長として平成16年４月から２年間務め
られ、平成18年３月に定年退職を迎えられました。その後、平成18年４月から
町教育委員会の社会教育指導員として６年間務めていただきました。
就任後、８月８日に行われた教育委員会臨時会で、教育委員の互選により教
育委員長に選任されております。

教育委員会定例会リポート（7・8 月）
―その１ 議案編（８月）以下の議案が可決されました―
１．８月臨時会で、上野宏委員が教育委員長に選任されました。
―その２

質疑応答編（７月）
―

①いじめの問題について
委員 最近、いじめの問題が全国ニュースになって
いるようだが、本町のいじめの問題はどのような状
況か。また、深刻なケースは報告されているか。
教委 いじめの問題については、全県を対象とした
定期調査が毎年行われており、学校ごとに回答する
ことになっております。ここ数年の傾向としては、
いじめとして疑われる事案の報告はありますが、そ
れぞれのケース毎に学校並びに教委が協力して対応
しており、深刻なケースとして発展はしておりませ
ん。今後とも、学校並びに教委が協力していじめの
問題に取り組んでまいります。

②小学校適正配置検討委員会について
委員 小学校適正配置検討委員会が立ち上がったよ
うだが、この委員会はどのような内容をいつまでに
話し合うものか。
教委 この委員会は、町内の小学校の適正配置等に
ついて話し合うもので、現在の予定としては平成24
年度中にある一定の提言をまとめ、教委に提出する
ことにしています。次年度以降、教委としての方向
性を示して、それぞれの地域で説明会を行い、皆さ
まの意見を伺う予定です。

＊このほかにも、スポ少の活動時間について、富士市との交流事業について、発達障害への対応について、
子育て講演会について、東京芸術大学合宿招聘事業についてなどが話し合われました。
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）

９月〜10月の主な行事予定
【９月】
15日㈯〜17日㈪
岩手地区中学校新人体育大会
16日㈰ 御明神地区行政区対抗卓球大会
23日㈰ 第32回雫石町混合バレーボール中央大会
25日㈫
29日㈯

教育委員会議
雫石中学校文化祭

30日㈰

御所地区親睦ゴルフ大会

【10月】
６日㈯〜７日㈰
雫石町秋季スポーツ少年団野球大会
雫石町スポーツレクリエーション健康祭
14日㈰ 平成24年度雫石地区行政区対抗卓球大会
18日㈭ 岩手地区中学校総合文化祭
20日㈯ 町内小学校学習発表会
13日㈯

（七ツ森・西根・橋場・安庭）
20日㈯〜21日㈰ 岩手県中学校新人体育大会
24日㈬ 教育委員会議
26日㈮〜27日㈯ 雫石高校思郷祭
27日㈯ 町内小学校学習発表会
（雫石・上長山・下長山・御明神・大村・南畑）

広報●教育しずくいし●2012●9●No.90●

275̲208̲312.indd 3

3

12/09/07 9:32

〜家読におすすめ〈９月のテーマ「敬老の日にちなんで」〉町では『家読』に取り組んでいます〜
今年は９月17日が敬老の日。まわりには楽しいお年寄り、物知りなお年寄り、優しいお年寄り、そして元気な
お年寄りがたくさんいますよね。ぜひ声をかけてお話をしてみましょう。きっと喜んでくれますよ。

幼児向け

小学校低学年向け

小学校高学年向け

ざぼんじいさんのかきのき
遠い約束
100さいのおばあちゃん先生
〔すとうあさえ・文/織茂恭子・絵〕 〔岩崎京子・作/岩淵慶造・絵〕
〔ひろはたえりこ・作/中佂浩一郎・
㈱岩崎書店
㈱小峰出版
くもん出版 絵〕
ざぼんじいさんのかきは、すごく
100さいまで、高校で書道をおし
「バーバ」はわたしのお母さんの
あまい。でも、いつもひとりじめ。 えつづけた、うめ子先生。80さい以 母親で、北海道のはじっこに住んで
あるひ、じいさんのとなりに、まあ 上も年がはなれていても、生徒たち いる。わたしが小さいころ、おばあ
ばあさんがひっこしてきて、あいさ の人気ものです。中には、習字がい ちゃんとうまく言えなくて、バーバ
つにいくと、
「どうですか おひと やで休もうと思う子や、字ではなく とよんでいたらしい。ある日、ピン
つ、ほれ。
」といって、たべおわっ 絵をかく子もいるのですが、うめ子 クのワンピース、サングラス姿の
たかきのへたを、ひとつさしだしま 先生は、けっしてしかったりはしま バーバが来てから、私の周りは急に
した。おばあさんは、へたをもらっ せん。
「光のこども！」うめ子先生 にぎやかになってきて…。
てうれしそう！はて、どうして？
の大好きなことば。本当にあったお
話しです。

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉

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！

町内各種スポーツ大会結果報告
①平成24年度雫石町長旗争奪行政区対抗野球大会
〜８月14日（火）
毎年恒例のお盆行事、町長旗争奪野球大会が町営
野球場をメイン会場にして、各地区から予選を勝ち
上がった16チームが参加し行われました。
開会式では、篠崎行政区の若林秀樹選手が力強く
選手宣誓を行いました。
決勝戦では、最終回の５
回を終了しても勝敗がつか
ず抽選の結果、林崎行政区
が27年ぶり３回目の優勝を
果たしました。
【優 勝】林崎行政区
【準優勝】林行政区
【第３位】晴山行政区
中島行政区
②西山地区混合バレーボール大会 〜８月19日（日）
【優 勝】小松行政区 【準優勝】野中行政区
【第３位】林崎行政区／西根谷地行政区

4
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③第58回雫石地区町民運動会
〜８月19日（日）
（総合の部）【優 勝】晴山行政区
【準優勝】東町行政区【第３位】中町一行政区
（混合の部）
【優 勝】東町行政区 【準優勝】中町一行政区
（男子の部）
【優 勝】黒沢川行政区 【準優勝】晴山行政区
（女子の部）
【優 勝】下町一・二行政区【準優勝】晴山行政区
④よしゃれの里雫石グラウンド・ゴルフ大会
〜８月22日（水）
第12回を数えるよしゃれの里雫石グラウンド・ゴ
ルフ大会が町総合運動公園にて参加者およそ600人
を迎え行われました。
赤・白の２組に分かれて行われ、町内関係者では
山津田勲さん（仙台市在住・山津田行政区出身）が
白組の部で見事優勝を果たしました。
⑤平成24年度雫石町ＯＢ野球大会 〜９月１日（土）
【優 勝】 西山地区
【準優勝】 御所地区
【第３位】 雫石地区
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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/sitei̲kanri/hot̲swim/index.html/
【問い合わせ先】
☆中央公民館・野菊ホール…………………………692‑4181 ☆町営体育館・町総合運動公園……………………692‑5030
☆雫石公民館……692‑3458
☆御所公民館……692‑2214 ☆県営屋内温水プール………………………………693‑3751
☆御明神公民館…692‑3228
☆西山公民館……693‑3321 ☆ゲートボール場…695‑2031 ☆ケッパレランド695‑2211

平成24年度雫石町民ハイキング
【日

時】10月14日（日）
７：45町役場正面玄関前集合
【行き先】西和賀町 紅葉の白木峠
【ガイド】雫石町山岳協会会員
【対 象】町内在住または勤務の方
【定 員】先着35人
【受講料】500円（保険料含む・電話でお申し込み後、
事前に体育館にお持ち下さい）
【申し込み】９月24日（月）８：30から町営体育館へ電
話にて受け付けます（定員になり次第締切ります）。

第38回雫石町内継走大会
今大会より小学生の部を新たに設け、小学生の参
加も可能になりました。職場の仲間・友達・スポー
ツ少年団の仲間でタスキを繋いでみませんか。
【日 時】11月18日（日）
【場 所】町営総合運動公園陸上競技場発着コース
【チーム編成・区間】
①一般男子（高校生も含む） 3．7㎞×４人
②一般女子（高校生も含む） 3．7㎞×３人
③中学校男子の部
3．7㎞×３人
④中学校女子の部
3．7㎞×３人
⑤小学校の部（男女問わない）1．2㎞×３人
【申し込み】10月31日（水）までに申込書（町営体育
館にあります）に記入の上、町営体育館窓口まで
直接お申し込みください。

平成24年度後期体験スポーツ教室
【日

時】10月17日〜11月28日
毎週水曜・全７回 19：00〜20：30
【場 所】町営体育館（10月剣道場、11月アリーナ）
【内 容】ソフトバレー、ユニホック、３Ｂ体操ほ
か（参加者の希望に添います）
【講 師】雫石町スポーツ推進委員
【受講料】１コース（全７回）中学生以上1,000円、
小学生以下500円を初回に集めます。
【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（692‑2111 内線288）まで
お申し込みください（受付：平日８：30〜17：15）。
当日の申し込みでも参加できます。

コダワリクッキング〜グッドエプロン倶楽部〜
麻婆豆腐にチャレンジ！
【日 時】10月28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】10月11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。

雫石なんだり鑑賞教室〜おとなのための朗読編

―浅田次郎作「ラブ・レター」

直木賞作家・浅田次郎の哀しくも切ない珠玉のラブストーリーをピアノの美しい音色とともに、 あなたへ

《朗読》ＩＢＣ岩手放送 大塚富夫氏 吉田瑞穂氏 《ピアノ演奏》長谷川恭一氏
【日 時】11月18日（日）
14：00開演（13：30開場）
【場 所】中央公民館・野菊ホール
【鑑賞料】500円 ※鑑賞には申し込みが必要です。
【対 象】町内在住または勤務の方
【申し込み】11月９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。
大塚 富夫氏

吉田

瑞穂氏

中央公民館１階ロビーふれあい広場展示のご案内
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30日（日）まで開催中！
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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

幼児対象「たんぽぽおはなし会」
【日 時】９月20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…『おーい、はーい』ほか
・かみしばい…『もりのおふろ』
・パネルシアター…『こぐまちゃんとどうぶつえん』
・こうさく…『ほえるワンくん』
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！

「しずくいしおはなし会」
主に小学生を対象に、絵本の
読み聞かせ、ストーリーテリン
グ…毎月１人の読み手が約30分
間、いくつかのおはなしを読み
聞かせます。町立図書館で毎月
第４土曜日の10時スタート。９
月15日、10月27日開催！
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！（7/21〜8/20受け入れ分
● 小説 ●
・空飛ぶ広報室………………………………有川 浩
・夏 雷……………………………………大倉 崇弘
・鍵のない夢を見る………………………辻村 深月
・ラスト・コード…………………………堂場 瞬一
・白ゆき姫殺人事件………………………湊 かなえ
・サンクトゥス（上・下）………サイモン・トイン
・残 穢…………………………………小野 不由美
・確 証………………………………………今野 敏
・キシャツー………………………………小路 幸也
・湿 地…………アーナルデュル・インドリダソン
・インバウンド……………………………阿川 大樹
・月と雷……………………………………角田 光代
・黄金の少年、エメラルドの少女…イーユン・リー
・カミカゼ…………………………………永瀬 隼介
・政宗遺訓…………………………………佐伯 泰英
● 一般書 ●
・のうだま ２ ………………… 上大岡 トメ ほか
・常識にとらわれない100の講義 …………森 博嗣
・生協の白石さん 学びと成長 …………白石 昌則
・
「それ」をやめれば、健康になる ………岡本 裕
・タクシーほど気楽な商売はない！……下田 大気
・東北おやつ紀行…………………………市川 慎子
・スパイにされた日本人…エドナ・エグチ・リード
・兄 かぞくのくに ……………………ヤン ヨンヒ
・こんな日もあるさ…………………………上原 隆
・父と息子のフィルムクラブ …デヴィッド・ギルモア
・プロメテウスの罠 ２ ………朝日新聞特別報道部
・男も出番！介護が変わる………………羽成 幸子
・美空家の歳時記…………………………加藤 和也
・だれでも簡単、すぐできる！ 50℃ 洗い驚異の
調理法とおいしいレシピ………タカコ ナカムラ
〈９〜10月の休館日ご案内〉
【９月】3、10、17、22、24日
【10月】1、8、15、22、29日
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計136冊）

● ヤング・児童書 ●
・おひさまのへやのたんぽぽスプレー …茂市 久美子
・好きって、怖い？…………… 令丈 ヒロ子 ほか
・くまさんのおたすけえんぴつ
……………アンソニー・ブラウン
・おひさまみたいに スーザン・マリー・スワンソン
・さがしています………………アーサー・ビナード
・心がぽかぽかするニュース2011
…………………日本新聞協会・編
・恐竜トリケラトプスとウミガメのしま
……………………黒川 みつひろ
・とらくん おれさまさいこう!? … きむら ゆういち
・ぼくの見つけた絶対値…キャスリン・アースキン
・ながーいでんしゃ………………………古内 ヨシ
・バク夢姫のご学友………………………柏葉 幸子
・逢魔が時のものがたり………………巣山 ひろみ
・500円玉の旅 ……………………………泉 美智子
・ぶりっぺ すかっぺ …………………村上 八千世
・アーヤと魔女……ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

こんな状態の本 が最近増えています
「読もうと思って中を見たら、こんなふうになってい
ました。」教えていただき、確認したところ、数ページ
破り取られていました。本や雑誌でページの抜き取りや
クーポン券の切り取りなどがされている箇所が多数見つ
かっております。
皆さんに使っていただく資料ですので、
破り取り等しないようにお願いします。

72ページの次がなぜか79
ページ。 6 ページ分が破
り取られていました。

こちらは新刊図書。これ
も数ページ破り取られて
いました。
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心豊かに暮らせるまちづくり
今、子どもたちは…

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

シリーズ「輝」№88

西根保育所

西根保育所

丈夫で明るく元気なこども
西根保育所には、大きな桜の木が園庭を囲むように
四本そびえ立っています。その中の２本は、子どもた
ちが自由に登り降りできる木です。中でも、八重桜の
木に登れたことは子どもたちにとっては、自慢であり
自信につながっています。小さい子にとっては あこ
がれ で、登る年長児を下から見上げては、目をキラ
キラと輝かせてエールを送っています。それが伝統の
ように毎年受け継がれ、２歳の子が手と足が長くなっ
た５歳頃に自主的に登る練習を始め意欲を育むひとつ
になっています。

編〜
主査

上野

登紀子

目標のひとつに「誰にでも思いやりを持ち遊べる子ども」
を掲げています。そのために西根小学校の放課後児童クラ
ブ（にこにこクラブ）との交流、駒木野老人クラブとの交
通安全教室、ふれあいサロンの皆さんをお遊戯会に招待と
年間を通じて様々な行事で交流を深めています。さらに、
散歩や畑作り、異年齢での食事、縦割りでの活動を実施し
小さい子の面倒を見ることで心情を育んでいます。
春夏秋冬、泣き声から笑い声そして喜びの声と子どもの
声は常に広がり、日常の生活の積み重ねから、一歩一歩成
長している姿を見ることができます。子どもの思いを受け
止めて、ひとりひとり得意なところが伸ばせるよう職員が
連携をもち保育に努めて、
「だいすきだよ」
（愛情の気持ち）
、
「頑張っているね」
（認める気持ち）
、
「ありがとう」
（感謝
の気持ち）を伝え、
「命」を大切に生きることが楽しい、
自分は必要とされているという感覚をもてる大人に成長で
きる事を願い、小学校に繋げていきたいと考えています。

次回は七ツ森小学校からの情報をお送りする予定です。
お やまひさもと

トピックス1

ドイツとの交流を讃えて！小山尚元氏が町に「栄光の樹」を寄贈
町国際交流協会20周年記念式典日に合わせて植樹 〜８月11日（土）

町が支援し、
町国際交流協会が長年実施しているドイツとの交流を讃えて、滝沢村在住の小山尚元氏より
「栄光の樹」
が贈られ、町運動公園内で植樹式を行いました。この樹は、1936年ベルリンオリンピック三段跳び競技で田島直人氏
が金メダルを獲得した際に副賞として贈られたドイツ柏の樹から苗木を育て、スポーツ活動を中心に功績のあった個
人や団体に贈られており、
国内では小山氏を含め３人しか繁殖を許されていない貴重な樹です。「栄光の樹」
の前には、
交流活動を讃える文面と、裏面にこの樹の由来を記したプレートを設置しました。
同日は、今年20周年を迎えた町国際交流協会の記念式典の日であり、ドイツからも長年の交流を支え続けてきたユ
リウス・ヴュルツ氏を迎え、今後もドイツと当町との交流が長く続く事を願いました。

町長から小山氏へ感謝状贈呈

小山氏と町長の植樹の様子

栄光の樹の前で集合写真
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心豊かに暮らせるまちづくり
トピックス2

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

みんなで考えよう！雫石の子育て 〜地区子育て講演会に学ぶ

今年度も、各地区公民館を会場に、「大人の役割」「食育」「テレビ視聴」「健康教育」の４つのテーマで子育て
講演会を開催しました。たくさんの参加者が講師先生の話に耳を傾け、今まで以上に熱心に子育てについて考え
るいい機会になりました。

ふれあいの中で子どもは育つ …７月９日（月）・御明神公民館
西根保育所の堀合由紀子先生、上野登紀子先生は、「子どもの心の音に
耳を傾け、ふれあいを大切にした子育てをしてほしい」と話されました。

食事で守る子どもの心と体 …７月10日（火）・西山公民館
学校教育課の渡辺ひとみ栄養士さんは、「朝ご飯をしっかり食べ、体が
喜ぶ食生活をすること」を呼びかけました。

女房は不機嫌

雫石公民館

子どもは無気力 …７月12日（木）・御所公民館

みうら小児科医院（盛岡市）の三浦義孝医師は、「テレビやネットに囲
まれた生活は無気力な子どもを生みだす危険性がある」と警告しました。

子どもの発達と脳の関係は …７月19日（木）・雫石公民館
いわてリハビリテーションセンターの高橋明医師は、
「悪い刺激に影響
される前に、良い刺激で脳を満たすことが子どもの発達にとって大切」と
話されました。

御明神公民館

第38回雫石町小学校水泳記録会結果報告（２位・３位）※敬称略

〜８月２日（木）

種目

順位

50ｍ
自由形

２位

高橋

吉田

茉央（七ツ森）

杉田

櫻田

俊（西根）

３位

小田かおり（下長山）

岩持

寧々（御明神）

加藤賢士朗（下長山）

小坂

辰明（御明神）

50m
背泳ぎ

２位

藤原

愛結（西根）

櫻糀

璃子（下長山）

糸永

響斗（御明神）

村田

涼輔（大村）

３位

坂井

優香（七ツ森）

栗木

望弥（下長山）

藤原

拓磨（七ツ森）

蟹沢川

50m
バタフライ

２位

藤原

愛結（西根）

前澤

亜美（雫石）

簗場

海斗（雫石）

越川

静流（西根）

３位

高橋

杏美（南畑）

小笠原

50m
平泳ぎ

２位

滝澤えりか（上長山）

３位

上中屋敷佳澄（御明神） 堀

200m
リレー（共通）

２位

雫石（古里、佐藤、堀、前澤）

安庭（髙橋太星、小林、伊藤、髙橋拓也）

３位

御明神（中和野、中屋敷、藤村、岩持）

西根（鈴木、櫻田颯弥、越川、櫻田俊）

200m メドレー
リレー（共通）

２位

雫石（横手、堀、前澤、古里）

雫石（細川、高橋、晴山、吉田）

３位

御明神（谷地、藤原、藤村、岩持）

西根（藤倉、越川、鈴木、櫻田）

５年女子
杏美（南畑）

６年女子

真英（雫石）

６年男子

荘（下長山）

木村

俊（御明神）

鈴木

悠斗（西根）

萌音（安庭）

茅橋

健斗（上長山）

小林

優記（安庭）

恵衣（雫石）

藤原

拓磨（七ツ森）

山崎

颯汰（下長山）

村田

優（七ツ森）

５年男子

お知らせ：新入学予定児童の健康診断の実施について
町教育委員会では、平成25年４月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を実施します。対象となるお子さんの
家庭には、９月中旬までに受診日時や場所などのお知らせを郵送しますので、ご確認のうえ、必ず受診してくださ
い。なお、お知らせが届かない場合や当日都合のつかない場合は、学校教育課（692 6577）までご連絡ください。
〈お詫びと訂正〉8月号の掲載記事に誤りがありましたので、ここにお詫びして訂正いたします。
①P2 雫石の教育 特集 各実践区の取り組み状況 下長山小学校の記事中 誤：護国豊穣 正：五穀豊穣
②P8 トピックス２ トロフィー贈呈の写真キャプション中 誤：南畑小学校 正：大村小学校

あとがき
発掘調査現場で週２回見習いとして勉強中です。古いもので約

異常な暑さもさすがに終わりが近づき、いよいよ多忙の季節到

5,000年前の住居の跡が‼その時代に人が住んでいたことも驚き

来！スポレク健康祭→芸術祭→親子読書のつどい→芸能祭と、行

ですが、その跡が残っていることもすごい‼もっと知りたい！と

事目白押しです。最低１つ、いや全部でも！皆さんのご来場をお

思った皆様、10月の現地説明会にぜひお越しください。（Ｎ）

待ちしています。（Yasu）
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10月11日（木）発行予定です。
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