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【日　時】11月３日（日・祝）
　　　　 11：00開演（10：30開場）
【会　場】中央公民館・野菊ホール
【出演予定部門・団体】
・筝曲（雫石筝曲教室）
・謡曲（謡曲部）
・ピアノ（町内各ピアノ教室）
・コーラス（しずくいし混声合唱団）
・ギター・大正琴（SAKUTTO倶楽部）
・洋舞（雫石ダンススタジオ）
・小学校創作太鼓
　　　他一般参加団体

【日　時】11月２日（土）　　　9：00～17：00
　　　　　　 ３日（日・祝）　9：00～17：00
　　　　　　 ４日（月）　　　9：00～16：00
【会　場】中央公民館
【展示作品】☆県芸術祭入選作品（絵画・写真・書道など）
　　　　　 ☆小中学校作品（絵画・書道など）
　　　　　 ☆一般応募作品

　（絵画・写真・書道・手工芸・華道・菊花盆栽など）

【日　時】11月３日（日・祝）・４日（月）
　　　 　10：00～15：00
【会　場】中央公民館２階ロビー

舞台発表

町民作品展・菊花展

茶席 ～抹茶とお菓子のお振舞い！

【問い合わせ】芸術祭実行委員会事務局　社会教育課（692‒6413）

特集2
　西根小学校（小松　太校長・児童45人）では、創立140周年
を祝って、９月29日に来賓や地域の関係者など約140人が出席
して盛大に記念式典・祝賀会が行われました。
　児童会長の櫻田結さん（６年）は、西根小学校伝統の「西根
さんさ」を上級生から下級生にしっかりと教え、伝統を守るこ
と、校訓の「強く」「正しく」「美しく」なれるように一生懸命
に活動すること、などを誓いました。
　また、祝賀会では、創立140周年を記念し新調した舞踊衣装
を身に着け、全校児童が「西根さんさ」を披露しました。
　同校は、明治６年に駒木野小学校として誕生し、昭和31年に
現在の場所へ移転しました。現校舎は、昭和56年に建てられた
ものです。
　参加者は地域と共に歩んだ学校の140周年を記念し、将来を
担う「西根っ子」の育成に向けた新たな出発を誓い合いました。

学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

平成24年度家読標語コンクール　入選作品　…学校名・学年は24年度当時のものです

この続き　しおりをはさみ　また明日 （高橋　史穂　上長山小 4年）

芸術の秋！日頃の活動の成果を ★第49回雫石町総合芸術祭★

「これからも地域と共に」 ～西根小学校創立140周年記念式典・祝賀会～

　町民の芸術文化活動の成果を展示・発表し、芸術鑑賞の機会を広く提供する、年に１度の秋の祭典！
　全部門入場無料です。家族そろっておいでください。
町民の芸
特集1

挨拶をする小松校長

全校児童による西根さんさ
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【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

特集 ～「小学校適正配置」に関する教育委員会の方針決定

　「小学校適正配置」について、教育委員会としての方針が決定しましたのでお知らせします。この方針は、平成24
年度に組織した「雫石町小学校適正配置検討委員会」から提言をいただいたものを基にしております。
　今後は、この方針を基に各小学校区で皆様のご意見を伺う説明会を開催いたしますので、たくさんの皆様にご参加
いただき、議論を深めたいと思っております。なお、説明会の開催日程（詳細）は、広報しずくいし10月お知らせ版
（10月25日号）に掲載する予定です。

○基本方針
・「児童にとってより良い教育環境とは何か」を第一に考えます。
・複式学級が発生しない規模とします。
・現在の小学校区単位で学校を集合します（地区ごと）。
・既存校舎を活用し、不足する教室などは増改築で対応します。
・平成28年４月１日までに統合します。

○小学校を５校に統合する（統合に使用する校舎）
【雫石地区】
　平成30年度までの期間で複式学級とならないこと、な
どにより、雫石小学校、七ツ森小学校は、現状のままと
します。

○統合小学校ごとに統合準備委員会を組織する
　平成26年度に統合小学校ごとに組織していただく「統合準備委員会」では、校名、校歌、校章、ジャージの色など
をどうするか検討し、結論を出していただきます。メンバーは、現在の小学校区ごとに、学校関係者、ＰＴＡ、地域
住民などから選考していただきます。

○統合に向けて配慮するべき事項
・スクールバスの運行範囲について、対象距離、範囲をどうするか、再検討します。
・地域の伝統芸能などを存続させるための手段を考えます。
・使用しなくなる校舎利用について意見を集約します。
・その他、必要となった内容

【西山地区】

　上長山小学校、下長山小学校、西根小学校を統合し
ます。それぞれの学校のメリット（上長山－敷地が広
いなど／下長山－建築年度が新しいなど／西根－場所
が概ね地区の中央など）、デメリット（上長山－岩手
山噴火の際、危険性が高いなど／下長山－教室が不足
しているなど／西根－建築年度が古いなど）を考慮し
た結果、下長山小学校の校舎を増築し使用します。

【御所地区］

　大村小学校、南畑小学校、安庭小学校を統合すること
とし、耐震強度不足により平成19年度に新築した安庭小
学校の校舎を使用します。

【御明神地区】

　御明神小学校と橋場小学校を統合することとし、校舎
の規模などを考慮し御明神小学校の校舎を使用します。

安庭小学校

下長山小学校

御明神小学校
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読書大好き雫石っ子！  今年度の家読（うちどく）標語入選作品紹介！（※敬称略）
　今年度も『読書大好き雫石っ子』推進の一環で、「家庭での読書」を広げようと、町内小学生から家読標語を
募集し、校内審査を経て194点が出品されました。町教育振興運動推進協議会の５人の審査員による審査の結果、
各学年２点が入選作品に選ばれました。応募していただいた児童の皆さん、本当にありがとうございました。

（1）小学校低学年の部
☆　うちどくで　かぞくのかいわも　ひろがるね （新里　美鈴（みすず） 橋場小１年）
☆　おばあちゃん　きょうからわたしが　よみきかせ （村田　夢華（ゆめか） 大村小１年）
☆　さあとしょかん　あの本　ぼくをまっている （桜小路　七暉（なつき） 西根小２年）
☆　本読むと　心がまあるく　なるんだよ （町場　大海（だいあ） 御明神小２年）

（2）小学校中学年の部
☆　朝読書　心おちつく　十五分 （大坊　陽彩人（ひさと） 御明神小３年）
☆　読んでみた　おさない母が　読んだ本 （滝沢　真結菜（まゆな） 上長山小３年）
☆　名たんてい　なぞときクイズ　とけました （吉田　流華（りゅうか） 七ツ森小４年）
☆　何がすき　ぼくはとっても　本がすき （高藤　大空（そら） 南畑小４年）

（3）小学校高学年の部
☆　急ぎ足　早く読みたい　あの本を （沼田　あみ 雫石小５年）
☆　いもうとと　楽しく読むよ　声出して （栗木　時宗（ときむね） 下長山小５年）
☆　本の時間　『おーい読むぞ』　父の声 （高橋　蒼真（そうま） 安庭小６年）
☆　お気に入り　家族みんなで　まわし読み （茅橋　健斗（けんと） 上長山小６年）

　平成25年度全国学力・学習状況調査が４月24日に小学校６年生、中学校３年生を対象に実施され、８月27日には
全国の結果が公表されました。

≪小学校≫ 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ
雫石町 63.8 44.7 75.2 55.1
県（公立） 65.5 50.8 78.3 57.9
全国（公立） 62.7 49.4 77.2 58.4

≪中学校≫ 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ
雫石町 １校しかありませんので、公表しません。
県（公立） 78.2 68.1 59.9 37.4
全国（公立） 76.4 67.4 63.7 41.5

　全国と県の正答率を見ると、小学校の国語は県が全国を上回っており、算数は全国とほぼ同様ととらえることが
できます。中学校の国語は県が上回っており、数学は下回っていることが分かります。雫石町と全国を見ると、小
学校は国語Ａが全国を上回っています。全体的に見れば、県と同様に算数・数学に課題があります。
　しかし上の表にはありませんが、町の今の小学校６年生が５年生の時に実施された平成24年度岩手県学習定着度
状況調査（平成24年10月３日実施）の結果と今回の調査の正答率の結果を県と比較してみると、今の小学校６年生
は５年生の時より国語、算数の正答率の差が向上していますし、同様に今の中学校３年生も２年生の時より向上し
ています。
　すなわち、雫石町の児童生徒の国語、算数・数学の学力は昨年度より向上したと言えます。向上した要因として
は、学校の授業や授業と連動した家庭学習の工夫などの学力向上対策が充実してきていること、雫石町小・中学校
共通の指導重点である授業スタンダード「あいさつする・返事をする・話を聞く」が習慣づけられてきていること、
児童生徒の学習意欲が向上してきていることなどが挙げられます。
　また、家庭学習の時間も、ご家庭のご協力などにより昨年よりは増加傾向にありますが、それでも全国、県と比
較するとまだ少なく、TVやDVDの視聴時間は多い傾向です。これからも学校とご家庭、地域がしっかりとスクラム
を組み、TVなどの視聴時間を少なくし、家庭学習時間を多くして、雫石町の児童生徒の一層の学力の向上に取り組
んでいきましょう。

普段（月～金曜日）、１日当たりのＴＶやＤＶＤ視聴時間（３時間以上）の割合
小学校

県
40.1%

国
38.6%

町
51.6%

中学校 32.4% 29.7% 35.7%
学校の授業時間以外に普段（月～金曜日）の１日の勉強時間（２時間以上）の割合
小学校

県
17.6%

国
27.1%

町
11.1%

中学校 19.9% 36.5% 10.0%

ミニ特集 ～全国学力・学習状況調査から見た雫石っ子の学力は 
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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

新着図書をご紹介！（8/21～9/20受け入れ分　計154冊）

〈10～11月の休館日ご案内〉
【10月】14日、21日、28日

【11月】4日、11日、18日、25日

お知らせ①住所、電話番号が変わったら…
　引っ越し等で住所や電話番号など図書館利用者
登録時と変更のある方は、図書館へご連絡下さい。

お知らせ②大船渡へ送る本を募集中！
　裁縫、料理、ガーデニング関係、推理・歴史・時
代劇小説、まんが、辞書、心が休まる本で寄贈いた
だける本がありましたら、11月10日（日）までに町立
図書館へお持ち下さい。皆様のご協力をお願いいた
します。

イベント情報は、図書館ホームページでもお知らせしております。

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」
【日　時】10月26日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
今月のテーマは「秋をおいしく読みましょう！」です。

・『おしゃべりなたまごやき』寺村　輝夫／作
　　　　　　　　　　　　　 長　新太／絵
・『まんじゅうこわい』川端　誠／作・絵
・『おおきなおおきなおいも』赤羽　末吉／作・絵
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】10月17日（木） 10：30～
【会　場】中央公民館
【プログラム】
・えほん…『しろくまのパンツ』 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…『ふうせんとばし』
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！
　次回の健康センターつどいの広場おはなし会は、11月８日
（金）10：30～11：00です。こちらもお待ちしておりまーす！

● 小説 ●
・アクティブメジャーズ ··…………………今野　敏
・ドＳ刑事三つ子の魂百まで殺人事件 ··· 七尾　与史
・正妻　慶喜と美賀子（上・下） ··········· 林　真理子
・北の街物語 ······································· 内田　康夫
・政と源 ···········································三浦　しをん
・問題物件 ··········································· 大倉　崇裕
・ライオンの棲む街 ····························· 東川　篤哉
・ここはボツコニアン　３ ················宮部　みゆき
・ミステリなふたり　a la carte ········· 太田　忠司
・Ｓの継承…………………………………堂場　瞬一
・こんなにも優しい、世界の終わりかた
　　　　　　　 ·······························…市川　拓司
・義仲これにあり································· 吉川　永青
・ともえ ·············································· 諸田　玲子
・「柔道の神様」とよばれた男 ·············· 嶋津　義忠
・もう一枝あれかし ·······················あさの　あつこ
・代官山コールドケース ······················ 佐々木　譲
・岳飛伝　六　転遠の章 ······················ 北方　謙三
・明治・妖モダン·····································畠中　恵

● 一般書 ●
・誰も戦争を教えてくれなかった ········· 古市　憲寿
・プロメテウスの罠　５ ·········朝日新聞特別報道部
・世界がもし100億人になったら
　　　　　　　 ··············スティーブン・エモット
・万葉歌とめぐる野歩き植物ガイド　夏～初秋
　　　　　　　 ················山田　隆彦/山津　京子
・面白くて眠れなくなる理科 ················ 左巻　健男
・ 基礎から学べる「はなとやさい」づくりの園芸用
語事典 ·············································· 肥土　邦彦

・１週間でカンタン！毎日着せたいキッズニット
　　　　　　　 ·································· 岡　まり子
・ 認知症の予防と改善　音楽療法プログラムの実践
と効果 ························ 赤星　建彦/赤星　多賀子

● ヤング・児童書 ●
・風立ちぬ ···············································宮崎　駿
・むしとりにいこうよ！ ············ はた　こうしろう
・よわむしモンスターズ　２ ·······················のぶみ
・つくもがみ ······································· 京極　夏彦
・ぼくのおおじいじ ··························スティバンヌ
・いやっ！ ····················トレーシー・コーデュロイ
・よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ
　　　　　　　 ····シェリー・ダスキー・リンカー
・少年探偵カケルとタクト　３ ············ 佐藤　四郎
・図書館に児童室ができた日 ···ジャン・ピンボロー
・ 宇宙探査大図鑑　太陽系天体のなぞから地球外生
命まで ·············································· 的川　泰宣
・比類なき翠玉 ·······················ケルスティン・ギア
・ へっぽこまじょこニコとニキ　キャンプでおおさ
わぎのまき ··························あいはら　ひろゆき
・あいすることあいされること ············ 宮西　達也
・どんぐりむらのどんぐりえん ·········なかや　みわ
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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/
☆岩手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

御明神公民館～初級パソコン教室
　パソコン・文書作成ソフト（ワード）の基本操作
と応用操作（文書作成・編集作業）を学習します。
【日　時】10月28日～12月16日
　　　　 （毎週月曜日・全７回）19：00～21：00
＊ただし、10月４日（月）は除きます。
【場　所】御明神公民館・集会室
【受講料】１人1,000円（テキスト代別途）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【申し込み】10月24日（木）までに御明神公民館へお
申し込みください。

【託　児】無料託児室を準備します。ご希望の方は
受講申し込み時にあわせてお申し込みください。

西山公民館パソコン教室・デジカメ画像編集編
　デジタルカメラで撮影した画像のパソコンへの取
り込みから簡単な画像編集方法を実践から学びます。
【日　時】11月14日～12月12日
　　　　 （毎週木曜日・全５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人1,000円（テキスト代別途・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】10月17日（木）～10月25日（金）までに西山公
民館へお申し込みください。（受付時間／平日8：30～
17：00）
【その他】都合により、日程を調整することがございま
す。また、参加者数が極少数の場合は開催を見送るこ
とがございます。

親子のためのコンサート「音楽の絵本JIVE」
　日本全国で大人気のズーラシアンブラスが雫石町に初上陸！金管五重奏にドラム、ピアノ、サックスが加
わった少し大人で賑やかなジャズコンボスタイルでお届けします。動物たちが奏でるユーモアたっぷりの演
奏は、子どもたちだけではなく、お父さんお母さんも一緒に夢の世界へ誘います。
【開催日】11月16日（土）
【時　間】14：00開演（13：30開場）
【場　所】中央公民館・野菊ホール
【入場料】全席指定　一般／前売1,500円（当日2,000円）
　　　　　　　　　 高校生以下／前売500円（当日700円）
※ ３歳以上有料。３歳未満のお子様は保護者１人につき１人まで膝
上鑑賞無料。ただし席が必要な場合は有料。無料託児室あり。

【プレイガイド】 中央公民館、各地区公民館、カワトクプレイガイド、
フェザンプレイガイド、プラザおでって

【お問い合わせ】中央公民館（692-4181）

第39回雫石町内継走大会
　前回から新たに設け、白熱した戦いが繰り広げら
れた小学生の部を今大会も行います。職場・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。
【期日】11月17日（日）
【場所】町営陸上競技場発着のコース
【チーム編成及び区間】
①一般男子（高校生も含む）3.7 km×４人　
②一般女子（高校生も含む）3.7 km×３人　
③中学校男子の部3.7 km×３人
④中学校女子の部3.7 km×３人　
⑤小学校の部（男女問わず）1.2 km×３人
【申し込み】10月31日（木）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。

第２回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）
～町内歴史散歩　繋温泉（旧御所村）界隈を中心に～
【日　時】11月11日（月）
　　　　 9：00 町役場前集合・出発／15：00解散
【見学場所】旧御所村の史跡や神社等の見学・散策
・御所ダム　・猫石　・鹿妻明神社　・繋の板碑
・ 藤倉神社　・御所湖広域公園 ほか（天候や交通事情
により、変更の場合があります。）

【参加費】1,000円（保険料・昼食代等）
【定　員】先着25人
【申し込み】10月16日（水）～24日（木）までに社会教育課
へお申し込みください（692-6413）。

教育しずくいし103.indd   5 13/10/04   15:48



6  広報●教育しずくいし●2013●10●No.103●

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！

④第42回雫石町OB野球大会　～９月７日（土）
【優　勝】御所体育会　【準優勝】西山体育会
【第３位】雫石体育会

⑤雫石地区町民運動会　～９月８日（日）
（総合の部）【優　勝】中沼　【準優勝】谷地　
【第３位】七ツ森・丸谷地

③第42回雫石町民相撲大会　～９月７日（土）
・団体の部【優　勝】雫石小学校　【準優勝】安庭小学校A　【第３位】御明神小学校
・個人の部
順位 ３年生以下の部 ４年生の部 ５年生の部 ６年生の部 女子の部
優　勝 倉橋　悠斗（安庭） 横欠　海飛（御明神）中川　龍星（雫石） 谷地　　望（御明神）細川　華蓮（南畑）
準優勝 沼野　滉平（御明神）古舘　拓海（雫石） 鎌田　航也（雫石） 田屋舘　純（安庭） 高橋　杏美（南畑）
3　位 小笠原　彩（安庭） 佐山　拓海（雫石） 渋田　敦樹（安庭） 吉田　優吾（雫石） 小西　光（安庭）
4　位 小笠原　愛輝（安庭）小田島　広宗（雫石）安達　向希（雫石） 煙山　太一（南畑） 細川　美衣菜（南畑）
5　位 沼野　慎平（御明神）菅原　颯太（雫石） 中村　涼真（雫石） 高橋　蒼真（安庭）
6　位 相原　龍舞（御明神） 川崎　真斗（安庭） 渡邉　颯太（雫石）

雫中生大活躍！岩手地区陸上競技大会で大会新記録達成！～各種スポーツ大会結果報告

①岩手地区中学校陸上競技大会　～８月23日（金）
【男　子】総合　２位　86点
・１年1500ｍ　　　２位　小坂辰明　4分52秒39
・２年100ｍ　　　 ４位　天川直紀　12秒55
・３年100ｍ　　　 ２位　簗場　丈　11秒86
・共通200ｍ　　　 １位　簗場　丈　23秒39
・共通400ｍ　 　　２位　村崎拓斗　53秒69
・共通800ｍ　 　　６位　照井浩章　2分13秒74
・共通3000ｍ　　　１位　柿木郁人　9分39秒43
・共通110ｍＨ　　 １位　鎌田直志　15秒95
・共通走高跳　　　６位　齊藤尚仁　1ｍ50
・共通棒高跳　　　４位　小西　弾　2ｍ50
・共通砲丸投げ　　５位　川崎斗夜　9ｍ21
・２・３年1500ｍ　６位　下田中歩　4分40秒15
・共通四種競技　　６位　川崎清純　1,457点
・低学年４×100ｍリレー　２位
　　（高橋、天川、正木、松原）48秒86　
・共通４×100ｍリレー　　１位
（鎌田、簗場、村崎、林尻）45秒08（大会新記録）

【女　子】総合　３位　79.5点
・１年100ｍ　　　 ６位　藤本真澄　14秒61
・１年1500ｍ　　　３位　中村　綾　5分12秒60
・２年100ｍ　　 　３位　水口優依　14秒08
・３年100ｍ　　　 １位　徳田志織　13秒73
・共通200ｍ　　　 ４位　小田日葉理　29秒09
・共通800ｍ　　　 ４位　横手純寧　2分35秒93
・共通100ｍＨ　　 １位　徳田志織　16秒00
・共通走高跳　　　３位　古舘理子　　1ｍ25
・共通走幅跳　　　４位　小田日葉理　4ｍ31
・共通砲丸投げ　　６位　野中美紗希　8ｍ45
・２・３年1500ｍ　４位　松井優芽　5分24秒05
・共通四種競技　　２位　鈴木羅那　1,751点
・低学年４×100ｍリレー　３位
　　（藤本、水口、定方、土樋）　55秒73
・共通４×100ｍリレー　　２位
　　（山本、徳田、水口、小田）　53秒75

②岩手地区中学校新人体育大会結果報告（３位以内＆県大会出場分）～９月14日（土）～15日（日）
【ソフトボール】優勝（県大会出場）
【サッカー】２位（県大会出場）
【バスケットボール男子】２位
【バスケットボール女子】２位
【バレーボール男子】優勝（県大会出場）
【バレーボール女子】優勝（県大会出場）
【ソフトテニス男子団体】３位
【ソフトテニス女子個人】
　　　　　　４位　簗場・相模組（県大会出場）
【バドミントン男子団体】優勝（県大会出場）
【バドミントン男子個人】
シングルス　優勝　細川（県大会出場）　
　　　　　　３位　日向
ダブルス　　優勝　駒木野・上野組
　　　　　　２位　大久保・大和組　（県大会出場）
　　　　　　３位　鈴木慶嵩・鈴木悠斗組

【バドミントン女子団体】２位（県大会出場）
【バトミントン女子個人】
シングルス　２位　髙橋（県大会出場）　３位　大澤
ダブルス　　２位　日戸・田口（県大会出場）
　　　　　　３位　工藤・坂田組／伊藤・谷地組
【卓球男子団体】３位　
【卓球男子個人】ベスト８　上遠野（県大会出場）
【卓球女子団体】３位（県大会出場）
【卓球女子個人】ベスト８　村上（県大会出場）
【柔道男子個人】
　50㎏級　３位　高橋／上川原
　55㎏級　２位　金澤（県大会出場）　
　60㎏級　２位　石山（県大会出場）
【柔道女子個人】
　48㎏級　３位　石山（県大会出場）
【軟式野球】２位

報告
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発掘調査現地説明会

「夢～未来へつなぐ足跡」新たな伝統を築いた雫中祭　～９月28日（土）

　９月21日（土）、町中央水道事業所付近に広がる縄文時代（およそ4,500年前）の遺跡、小日谷地ⅠB遺跡で現地
説明会を開催しました。８回目となる今回の調査ではこれまでに竪穴式住居跡が４棟のほか、土坑12基などが見つ
かっています。当日は町内外から約15人が参加し、担当者の説明を聞きながら見学した後、個別に疑問点を質問す
るなど遺跡についての理解を深めていました。

　雫石中学校（田口功校長、全校生徒463人）の文化
祭「雫中祭」が９月28日に開催され、家族、卒業生、
地域の方々など、多くの皆様に来校いただきました。
　合唱コンクールでは、どのクラス合唱もすばらし
く、審査員の先生からも高い評価をいただきました。
そのほかにも、全国で表彰された「雫石高校郷土芸
能発表」をはじめ、「英語暗唱」、「私の主張」、「吹
奏楽発表」、「応援団・チア発表」など、どの発表も
レベルの高い内容で『雫石中の文化の高さ』を感じ
させる内容でした。また、発表を聴く側の態度も大
変よく、それぞれの発表を発表者と聴き手が一緒に
なって作り上げたことは今年度の大きな進歩になり
ました。

　また、今年の展示発表は、第２体育館が解体工事
のため使用することができず、展示場所が少ない中
での展示になりましたが、クラス展示、部活動展示
ともに工夫を凝らした展示となり、すばらしい展示
発表となりました。

報告

報告

雫石中の伝統は今年も健在
応援団・チア発表

体育館が歌声に包まれた
全校合唱「いつまでも」「校歌」

竪穴式住居が２棟重なっています 担当者の説明を熱心に聞く参加者 出土品の展示

　第67回読書週間（10月27日～11月９日・テーマ「本と旅する　本を旅する」）にあわせて、町では“家読（うちどく）”
推進講演会を開催します。各地の講演で大好評の岩手大学・武田京子教授を講師としてお迎えし、どうしたら子ども
が本好きになるか、読書の効果など子どもと読書についてお話して頂きます。
　子育て真っ最中の方、これから子育てをする方、読書活動に携わる教師・保育者・ボランティアの方など必見です。
あまり本を読まない大人の方にもおすすめです。
【日　時】11月９日（土）　10：00～11：45（9：30開場）
【場　所】中央公民館・視聴覚室
【講　師】岩手大学教育学部　家政教育・保育学研究室　武田　京子教授
【定　員】先着40人
【申し込み】11月５日（火）までに町立図書館（692-5959）へお申し込みください。
【託　児】無料託児室を準備します。ご希望の方は受講申し込み時にあわせてお申し込みください。

全国のレベルを感じさせた
雫石高校郷土芸能委員会

第67回読書週間・家読推進講演会～「読書は心を育てる」告知
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広報「教育しずくいし」11月号は　11月14日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　民族資料館で「雫石昔語りの会」を開催しました。「豆腐とこ
んにゃく」、「岩手山と姫神山」などが主役の楽しい昔話を聞き、
昭和48年にテレビ放送された雫石の映像を鑑賞しました。鑑賞さ
れた方の知人の姿もあり、鑑賞会も大いに盛り上がりました。次
回は10月26日10：00～14：00開催！どなたでも大歓迎です！（Ｎ）

　10月１日から２日間、雫石高校の就業体験を受け入れました。
この広報「教育しずくいし」の編集・校正などを体験していただ
きましたが、印刷物ひとつ作るのにもいくつもの工程があること
など、仕事について理解する機会になったのではと思います。お
疲れさまでした！（Yasu）

次回は南畑小学校からの情報をお送りする予定です。

～地域一丸で竜川を美しく～ 雫石町立御明神小学校　副校長　髙橋　正好
　竜川河川敷清掃活動の取組は、今年で20年目になりま
す。平成３年に夏休み地区子ども会行事として始まりま
した。平成６年からはＰＴＡが協力して全校児童参加の
取り組みになり、平成14年からは雫石中学校や雫石高校
の生徒、雫石川漁業協同組合などからも参加協力を得て、
だんだん活動の輪が広がってきました。
　今年度の活動については、初め、８月９日に発生した
大雨により当地区が大きな被害を受けたことを考慮し、
無理をせず見合わせたほうがよいのではないかと考えま
した。しかし、この取り組みが小学生・中学生・高校
生・大人が一体となって竜川を守る年１回の活動である
こと、さらに、大雨後の竜川を観察することが子どもた
ちの防災意識を高める機会ともなると考え、予定通り実
施することとしました。

　活動日当日（８月24日）は、大雨被害の復旧作業など
でみなさん忙しい状況にもかかわらず、約230人もの参
加協力を得ることができました。１時間ほどの清掃活動
で、約170 kg のごみ（粗大ごみも含む）を回収しました。
年々ごみの総量は減ってきていましたが、増水の影響か、
ここ数年で一番多い量となりました。
　この地域の川を守る活動を御明神小学校のよき伝統と
して、これからも地域の方々と一緒に継続して取り組ん
でいきたいと思います。

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№101　御明神小学校　編～

【10月】
14日㈪ 雫石ベースボールクラシック2013ファー

ストステージ
17日㈭ 岩手地区中学校総合文化祭
19日㈯ 橋場小学校学習発表会
 県中学校新人体育大会・前期（20日まで）
 小中学生野球クリニック
24日㈭ 教育委員会議
25日㈮ 雫石高校思郷祭（26日まで）
26日㈯ 小学校学習発表会（七ツ森・上長山・下長

山・西根・御明神・大村・南畑・安庭）
 安庭小学校創立140周年記念式典
 雫石ベースボールクラシック2013ファイ

ナルステージ
27日㈰ 雫石地区行政区対抗卓球大会
 雫石町サッカーカップ戦

【11月】
２日㈯ 雫石町総合芸術祭（４日まで）
 雫石町民バドミントン大会（３日まで）
３日㈰ 御所クロスカントリー駅伝大会
 御所地区秋季グラウンド・ゴルフ大会
８日㈮ 雫石町小・中学校音楽会
10日㈰ 西山地区ソフトバレーボール大会
 御所地区卓球・綱引き大会
16日㈯ 県中学校新人体育大会・後期（17日まで）
17日㈰ 雫石町内継走大会
22日㈮ 教育委員会議
23日㈯ 雫石町無形文化財芸能祭
26日㈫ 小・小連携交流会【会場：御明神小学校】

（雫石・御明神・橋場・南畑・安庭）
27日㈬ 小・小連携交流会【会場：七ツ森小学校】

（七ツ森・上長山・下長山・西根）

● 10～11月上旬の主な行事予定 ●
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