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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　９月30日（月）から10月11日（金）にかけて、町総合運動公園陸
上競技場、西山地区を中心に「DeNA Running Club（ディー
エヌエーランニングクラブ）」による強化合宿が行われました。
　期間中の10月４日（金）には瀬古利彦総監督・田幸寛史監督
による記者懇談会、５日（土）には町内小中学生を対象とした
ランニング教室が開催されました。
　ランニング教室では、小中学生合わせて88人が参加し、９
チームに分かれ、選手・コーチにそれぞれ指導していただき
ました。参加した児童生徒は走るフォームやステップなどの
基本を中心に教わり、最後に行われたリレーでは指導してい
ただいた成果を発揮しました。

　2016希望郷いわて国体デモンストレーション・スポーツ（※）として、雫
石町で開催される「３Ｂ体操」の普及を目的に、雫石公民館で「３Ｂ体操」
教室を開催しています。
　３Ｂ体操は、ボール・ベル・ベルターという３つの用具を使用し、演歌な
どの馴染みのある音楽に合わせて行う健康体操で、年齢や障害の有無を問わ
ず、それぞれの体力などに合わせた運動を行うことができます。
　開催時間は、毎月第１・３木曜と、第２・４月曜の10：00～12：00で、随時
参加者や見学者を受け付けております。
　参加・見学をご希望される方は、雫石公民館へお問い合わせください。

　10月18日（金）、町中央公民館大会議室を会場に「希望郷いわて国体・
希望郷いわて大会雫石町実行委員会設立総会」を開催しました。
　実行委員会委員には、行政・観光商工・消防交通・開催種目関係者な
ど、町内から計60人が委嘱され、うち33人が総会に出席しました。
　設立総会では、①大会概要説明、②設立趣旨説明、③実行委員会委員・
実行委員会会則について、引き続き開催された第１回総会では、①事業
方針、②平成25年度事業内容、③平成25年度収支予算、④常任委員会へ
の委任事項、⑤事務局規程について、審議・承認いただきました。
　今後、３年後の「アーチェリー競技」「３B体操」の開催に向け、鋭
意準備を進めていきます。

　合宿を終えた瀬古総監督、DeNA Running Club
スタッフ・選手は、雫石町の合宿環境・気候を高く評
価し、「次年度以降も継続的に雫石町で秋季合宿を実
施し、子どもたちだけでなく、指導者も対象にしたク
リニックを開催したい。」とお話ししてくださいました。

2016希望郷いわ
特集2

特集3
※国体期間中に開催される、幅広い年齢で親しまれている、あるいは親しむことができるレクリエーションスポーツ行事

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

図書館へ　早くかりたい　あの本を （米澤　結菜　南畑小 4年）

国内トップ選手が来町！DeNAランニングクラブ強化合宿・ランニング教室開催

2016希望郷いわて国体デモンストレーション・スポーツ「３B体操」教室開催

３年後の開催に向けて！希望郷いわて国体・希望郷いわて大会雫石町実行委員会設立

９月30 （月）か
特集1

10月限定で開催した夜間コースの様子
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【日　時】 12月７日（土） 13：00～16：30
【場　所】 中央公民館・野菊ホール

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

開会行事 ･･･13：00～ 　平成25年度家読標語コンクールの表彰式も行います。

♪３実践区の実践活動紹介♪
実践報告 ･･･15：10頃～ 　大村小・下長山小・雫石中実践区からの報告です。感想や意見交流もあります。

活動発表 ･･･14：50頃～ 　大村小学校実践区から、地域と共に取り組んでいる山祗神楽を発表！

講 演 会 ･･･13：30～ 　宮古市立宮古小学校　校長　相模　貞一氏の講演
　「東日本大震災の教訓を無にしない！～あの日から学校は、そして今、復興教育は～」と題し、大震災当時のこと、
地域と手を取り合って学校再開までこぎつけた取り組み、再開後の取り組み、そして現在・・・「復興教育とは
何か」を学校現場を中心に広い視点から講演していただきます。

大村小学校実践区
　大村小学校実践区は，昔から地域・家庭・学校の絆が深い地
域です。保存会による山祗神楽の伝承活動、大村スポーツ少年
団の活動あるいは地域のお年寄りとの交流活動など、子どもた
ちは、実に多くの場面で地域の方々とふれあい、様々なことを
学んでいます。また、読書活動など今日的課題にも学校・家庭
を中心に取り組んでいます。小規模ながらも子ども達の健全育
成に向けた地域ぐるみの実践を紹介する予定です。

雫石中学校実践区
　雫石中学校実践区では、本年度岩手県教育委員会より
「いわての復興教育学校支援事業」推進校の指定を受け、
過日新生徒会役員と１年生希望者で東日本大震災津波の
被害を受けた陸前高田市と 石市・大槌町を訪問し、「今
の被災地」を目と耳で感じとってきました。
　それについて今回報告するとともに、「いきる・かか
わる・そなえる」という復興教育それぞれの視点から、
これからの雫石中学校・雫石町について五者で一緒に考
えていく機会としたいと思います。

下長山小学校実践区
　下長山小学校実践区では、地域ぐるみの実践活動として
これまで取り組んできている「あいさつで広げよう地域の
wa（輪・和）」のあいさつ運動を継続しながら、学力向上
を意識した「読書の習慣化」と「家庭学習の習慣化」に取
り組みました。
　読書の習慣を身につける動機づけとして、家庭・地域の
協力を得て52人の児童全員がフィンランドメソッド「100
冊読書日記」に取り組んでおります。その取り組みの様子
を家庭学習とともに紹介いたします。

特集 ～平成25年度雫石町
教育振興運動実践交流会 開催 ！

浮き上がった天井

高田駅前から市内を見る

黙祷を捧げてから市内訪問

昨年度の様子
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　雫石町教育実践研究会は、町教育研究会と町教育委員会
が共催し、子どもたちの「確かな学力」を育むために、毎
年２回、教科や道徳などの授業の実践研究を行っています。
　今年度の第１回教育実践研究会は、10月９日（水）に七ツ
森小学校（外国語活動５、６年生）、大村小学校（算数３・
４年生複式）、南畑小学校（家庭５・６年生複式）の３校
において、小学校の先生方全員と中学校の教科に係る先生
方が３つの学校に分かれて行われました。町外からの先生
方の参加も見られました。
　この研究会では、授業の指導内容の研究はもちろんのこ
とですが、【雫石町授業スタンダード】として平成24年４
月から指定されている『あいさつ』『返事』『話を聞く』の
３つの共通指導項目はどうであったかも話題にされ、中身
の濃い研究会となりました。
　子どもたちは、最初は緊張した面持ちではありました
が、熱心に授業に取り組んでいました。これからも子ども
たちの一層の学力向上に力を入れていきます。

第２回小・小連携交流会を開催します！　～11月26日（火）・27日（水）
　今回は、Ａグループとして26日に御明神小学校を会場に、雫石、御明
神、橋場、南畑、安庭の５校、Ｂグループは27日に七ツ森小学校を会場
に、七ツ森、上長山、下長山、西根の４校の６年生が、それぞれ特設ク
ラスにて交流します。
　町の取り組みとして４年目のこの小・小連携交流会は、児童の交流は
もちろん、町内の児童全員の健全育成を目指している先生方にも有意義
な交流の場になってきております。どちらの交流会も、午前のみの活動
日程（9：05～12:00）で行われます。保護者の方々、地域の方々に子ど
もたちの頑張りをぜひ見ていただきたいと思いますので、それぞれの会
場にお気軽にお越しください。

告知

≪テレビの視聴時間について≫
委員 小・中学生のテレビの視聴時間が、全国及び岩手県平均と比較して多いようだがどのような対策を講じるか。
教委 ご指摘のとおり、当町の小・中学生のテレビの視聴時間などは昨年度と比較して少なくなってはいるものの、
まだまだ多いのが現状です。テレビの視聴時間やゲームの時間などが学習の時間を少なくしてしまう原因ともなっ
ており、教育振興運動でも、学習、読書の時間を増やすことを目標に取り組んではおりますが、なかなか定着して
いないのも事実です。今後は、教育委員会、学校、家庭、地域が一丸となって取り組んで行きたいと考えておりま
すので、ご家庭、地域などでの呼びかけにご協力をお願いいたします。

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（692‒6412）

 教育委員会定例会リポート（９・10月）
―その１　議案編（10月臨時会及び定例会）―

１．雫石町立小学校適正配置基本計画について
　10月９日開催の臨時会で以上の案件が承認されました。なお、10月定例会で審議された案件はありませんでした。

―その２　質疑応答編（９月）―

　このほかにも、小学校適正配置基本計画の策定など（スクールバスの運行範囲の見直し、小学校の自転車通学の可
否、小学校低学年用プールの整備など）、先日、発生した大雨・台風災害に関わり、小・中学校の防災計画や危機管
理マニュアルの見直しについてなどが話し合われました。

ミニ特集 ～平成25年度雫石町 教育実践研究会 開催 

７月に開催した
第１回小・小連携交流会の様子

家庭（南畑小学校）

算数（大村小学校）

外国語活動（七ツ森小学校）
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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！（9/21～10/20受け入れ分　計220冊）

〈11～12月の休館日ご案内〉
【11月】18日、25日

【12月】2日、9日、16日、23日、29～31日
※今年度は土日の祝日開館を施行しています。そ
のため、11月23日（土）祝日ですが開館します。

☆お知らせ☆　読書の秋♪

やっぱり本はおもしろい！企画展２本立て
①『上半期ベストランキング展』開催中！
　今年度の９月までの一番読まれた本は？「一般」部門、
「郷土」部門と部門別に紹介しています。郷土部門一位は、
あの人気作家の本！
②『文学賞受賞作を読もう！』展示貸出し中！
　去年の芥川賞、覚えていますか？これまでの芥川賞・
直木賞の文学賞受賞作をズラリ。第145回直木賞受賞作
家は、今年「倍返しだ」で一世を風靡したあの作家です。
　どちらも図書館に掲示し、展示貸出していますので、
どうぞ手に取ってご覧ください。

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】11月30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「♪しかけ絵本♪で楽しもう」です。
・「しあわせならてをたたこう」

…デビット・Ａ・カーター
・「ながーいおはなのブタくん」

…キース・フォークナー
・「ゆめのゆき」…エリック・カール　ほか
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】11月21日（木） 10：30～
【会　場】中央公民館
【プログラム】
・えほん…『ノンタンかげもなかよし』 ほか
・パネルシアター

…『メーシーちゃんのかそうパーティ』
・こうさく…『パクッとたべよう』　　　　　ほか
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、12月６日
（金）10：30～11：00です。こちらもお待ちしておりまーす！

● 小説 ●
・三国志　第十二巻 ··························宮城谷　昌光
・検察側の罪人 ···································· 雫井　脩介
・恋しくて　Ten Selected Love Stories
　　　　　 ······································村上春樹／編
・海と月の迷路 ···································· 大沢　在昌
・白戸修の逃亡 ···································· 大倉　崇裕
・ユニコーン－ジョルジュ・サンドの遺言
　　　　　 ········································· 原田　マハ
・とっぴんぱらりの風太郎 ··················· 万城目　学
・風の中のマリア································· 百田　尚樹
・偸盗の夜―高瀬川女船歌 ················澤田　ふじ子
・残照はるかに ···································· 斉東　野人
・皓月２　皇極・斉明天皇物語　第二部
　　　　　 ······································梅前　佐紀子
・そして父になる················ 是枝　裕和／佐野　晶

● 一般書 ●
・切手百撰　昭和戦後 ·························· 内藤　陽介
・日本の色辞典 ···································· 吉岡　幸雄
・工学部ヒラノ名誉教授の告白 ················今野　浩
・みがけば光る ···································· 石井　桃子
・おやじダイエット部の奇跡「糖質制限」で平均22
　kgを叩き出した中年男たちの物語 ····· 桐山　秀樹
・竹林はるか遠く　日本人少女ヨーコの戦争体験記
　　　　　 ···········ヨーコ・カワシマ・ワトキンス
・改訂版　イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科
　　　　　 ······························· 山根　義久　監修
・超リアル食品サンプルのつくりかた
　　　　　 ····························食品サンプル研究会
・人類の歴史を変えた発明　1001
　　　　　 ··················ジャック・チャロナー他編
・民俗芸能探訪ガイドブック ··········星野　紘　他編
・記憶障害の花嫁·············北海道放送報道部取材班
・歩くような速さで ······· 是枝　裕和/大塚　いちお

● ヤング・児童書 ●
・まちにはいろんなかおがいて ·········佐々木　マキ
・よーい、ドン ·································中垣　ゆたか
・だちょうのたまごにいちゃん ····· あきやま　ただし
・おさるのジョージ　としょかんのおしごと
　　　　　 ··················マーガレット・レイ　ほか
・都会のアリス（物語の王国Ⅱ ５） ····· 石井　睦美
・ふるさとはたからもの　ぼくの陸前高田
　　　　　 ······································さわ　まゆみ
・にひきのいたずらこやぎ ·············松井　スーザン
・ほね・ホネ・がいこつ！ ·············中川　ひろたか
・日ざかり村に戦争がくる ······ファン・ファリアス
・特別授業“死”について話そう ···和合　亮一ほか
・ずかん　武具 ·································小和田　泰経
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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

御所公民館～おやつ作り教室（第３・４回）～
　今回の教室は、午前に第３回、午後に第４回とし
て開催します。
【日　時】12月１日（日）
≪第３回≫10：00～12：00リンゴケーキ作り
≪第４回≫13：00～15：00クリスマスケーキ作り
【場　所】御所公民館
【受講料】各回それぞれ・１人500円（小学生未満は
無料です）
【対　象】町内在住または勤務の小学生～大人の方
【定　員】≪第３回≫先着15人
　　　　 ≪第４回≫先着10人
【持ち物】エプロン、三角巾など
【申し込み】11月27日（水）までに御所公民館へお申
込みください。

町営屋外体育施設冬期休場のお知らせ
　町営野球場、陸上競技場、テニスコート、グラウ
ンドゴルフコース及び各地区運動場は、11月11日
（月）より冬期休場となっております。平成26年４月
下旬頃までご利用できませんので、皆様のご理解と
ご協力をよろしくお願いいたします。
　なお、陸上競技場のトラック部分は、積雪が無い
限り11月30日（土）までご利用が可能です。

第８回雫石町民ゲートボール大会
【開催日】11月24日（日）
【場　所】町営屋内ゲートボール場
【参加資格】町内在住または勤
務・通学する小学３年生以上
の方
【チーム編成】
・ 原則として行政区対抗とし、
チームは５～８人で構成す
る。
・ 希望により、監督または主将を町ゲートボール協
会から派遣します。
・ 参加者が５人に満たない行政区は、１人からでも
参加できるものとし、その際は事務局において混
合チームを編成します。

【その他】 スティックなどの用具は協会で準備しま
す。
【申し込み】所定の用紙により、11月21日（木）まで
に町営体育館（692-1644・担当：横森）または町営
屋内ゲートボール場（水曜定休・695-2031・担当：
木村）にお申込みください（申込用紙も同所にあ
ります）。

今月も雫中生大活躍！県新人戦男子リレーで準優勝！～各種スポーツ大会結果（※敬称略）
❶第42回雫石町スポーツ少年団秋季野球大会　

～10月５日（土）～６日（日）
≪メインの部≫
【優　勝】西山ボンズ（25年度春・秋連覇）
【準優勝】雫石ダイナミックス野球スポーツ少年団
≪育成の部≫
【優　勝】御明神ゴールデンベアーズ
【準優勝】雫石ベアーズ野球スポーツ少年団

❷岩手県中学校新人戦（前期）入賞分
～10月19日（土）～20日（日）

〔陸上男子・共通４×100ｍリレー〕準優勝
　髙橋太星・天川直紀・小西弾・松原恭太
❸東北中学校総合体育大会～10月２日（水）
〔駅伝男子〕15位
　柿木郁人、照井浩章、藤村秦也、坂本佳太、
　下田中歩、桐山大輝
❹雫石町民グラウンド・ゴルフ大会～10月26日（土）
≪男　子≫【優　勝】高橋健二　【準優勝】横手十代
　　　　　 【第３位】横手代八
≪女　子≫【優　勝】久慈栄子　【準優勝】村上栄子
　　　　　 【第３位】佐藤トメ
❺雫石地区行政区対抗卓球大会～10月27日（日）
【優　勝】　七ツ森・丸谷地行政区
【準優勝】　中町一行政区
【第３位】　東町行政区／下町四行政区

報告

今年度春・夏２連覇した西山ボンズ
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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！

雫石町民ハイキングを開催しました！～10月20日（日）

2013雫石ベースボールクラシック開催！～10月14日（月）

　　　 「心に残る給食時間に」 学校教育課栄養士　谷地　佑衣子（学校教育グループ）
　４月から学校給食に携わる身となってから、あっという間に季節が変わりました。おいしい給食をクラスメート
と楽しく食べる時間は私の学校生活の楽しみでした。好きなものも、苦手なものも登場する給食。どうしたら子ど
もたちにおいしく食べてもらえるのかな、と思いながら毎月献立を作成しています。
　10月からは食に関する指導のため学校を回っています。子どもたちのパワーに圧倒されながらも、短い時間では
ありますが、箸のもち方やおやつのとり方について話をしています。まっすぐに目を見て話を聞く子どもたちを見
ると、よりよい指導を行えるよう工夫しなくてはと毎回思わされます。当たり前のように毎日食事をとりますが、
誰とどこで何を食べたかということは、大人になってから不思議と思い出すものだと思います。そんな時に、そう
いえば栄養士があんなこと言っていたなと思い出すことがあるように、数少ない指導を良いものにしていきたいと
思います。

　　第６回
●忘れたころにやってきた　…１年ぶりのリレーコラム！

読書大好き雫石っ子！第７回雫石町親子読書のつどい開催～10月５日（土）報告
　10月５日（土）、町中央公民館で第７回雫石町親子読書のつどいを開催しました。
　町内から約80人の子どもたちと一般参加者、スタッフなど合わせて約120人が本の読み聞かせやクイズ大会など
を通じて、本の世界を楽しみました。
　また、「3．11絵本プロジェクト」のみなさんによる、被災地支援のお話、わらべうたやパネルシアターなどを交
えたスペシャルおはなし会に子どもたちは身を乗り出して聞き入っていました。

　10月20日（日）、岩手県を飛び出して秋田県横手市の黒森山で町民ハ
イキングを行いました。
　当日は生憎の雨模様でしたが、町民29人の参加をいただき、町山岳
協会４人の指導で山頂を目指しました。山頂からの景色は雄大で、遠
くには雪を被った鳥海山を見ることもできました。そして、ハイキン
グの最後は温泉へ。雨で冷えた体を温めながら疲れを癒しました。
　参加された皆さま、指導してくださった町山岳協会の皆さま、大変
お疲れ様でした。

　10月14日（月）、秋晴の下、町営野球場において「2013雫石ベースボー
ルクラシック」を開催しました。
　今回初めての大会とあって、３チームの参加となり、リーグ総合当た
り戦で順位を決定しました。全試合が１点、２点を争う好試合となり、
繰り広げられる熱戦に観戦者も興奮気味でした。その結果、町内高校３
年生の元野球部員主体でチームを結成した「準ちゃんドリームス」が全
勝で優勝しました。
【優　勝】準ちゃんドリームス（２勝）【準優勝】コージーズ（１勝１敗）
【第３位】ニーズ開発With OB（２敗）

雫中生・雫高生も読み聞かせに参加 3.11絵本プロジェクトのみなさん ジュニアリーダーによる読書クイズ大会

報告

報告
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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！

「地域と共に歩んできた歴史」　～安庭小学校創立140周年記念式典・祝賀会～報告
　10月26日（土）、安庭小学校（荒川　享司校長・児童74人）創立140
周年を祝って、来賓や地域の関係者など約120人が出席して盛大に記
念式典・祝賀会が行われました。
　式典では、１、２年生が創作詩「百四十歳、おめでとう」、３、４
年生が創作詩「安庭の古木は待っている」、５、６年生が河合酔茗作「ゆ
ずり葉」を群読、全校で「イーハトーブの風」を合唱しました。また、
創立140周年記念事業実行委員会からは、ジャングルジムなどの遊具
が贈られました。
　同校は、明治６年に籬学校として誕生し、昭和50年に御所ダム建設
に伴い、現在地へ移転しました。現校舎は、平成20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「あ
にわっこ」の育成に向けた新たな出発を誓い合いました。

　雫石町は戸沢氏発祥の地とされています。
　10月26日、戸沢政盛公（1585-1648）の顕彰を進めている茨城県
高萩市を会場として、戸沢公にゆかりのある市町が一堂に会して第
１回戸沢サミットin高萩が開催されました。
　基調講演の後、それぞれの首長をパネリストとしてパネルディス
カッションを行い、町からは滴石史談会作成の戸沢氏紹介ＤＶＤを
上映後、深谷町長が各市長と戸沢氏に関しさまざまな懇談を行いま
した。雫石町からも、滴石史談会の呼びかけで35人が参加し、戸沢
氏についての理解を深めてきました。
　なお、このサミットは、来年度は新庄市で、３年後に雫石町での
開催が決定しています。

＊戸沢氏ゆかりの５市町
　雫石町…戸沢氏発祥の地（12世紀頃？）
　秋田県仙北市…戸沢政盛の生誕地
　山形県新庄市…戸沢政盛が新庄藩初代藩主となる（1622）
　茨城県高萩市…戸沢政盛が松岡城に居住（1605頃）
　茨城県小美玉市…戸沢政盛が小河城に居住（1602‒）出席・参加者の記念撮影

雫石と戸沢氏の関わりを映像で紹介
（右：深谷町長）

全校児童による合唱

挨拶をする荒川校長

芸術の秋！第49回雫石町総合芸術祭開催　～11月２日（土）～４日（月）

「第１回戸沢サミットin高萩」に出席・参加してきました！ ～10月26日（土）

　11月２日から４日の３日間、雫石町中央公民館を会場に、第49回雫石町総合芸術祭を開催しました。
　今年も在京雫石町友会から12人21点の出展があり、展示部門にいろどりを添えました。また、舞台部門では、芸
術祭期間中に94歳となった高橋稔さん（下町三行政区）の詩吟の発表も新たに加わり、例年以上に盛り上がりを見
せました。

報告

報告

雫石町友会からの出展作品 雫石高校生茶華道部員による茶席 お揃いのポロシャツを着て発表
しずくいし混成合唱団
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広報「教育しずくいし」12月号は　12月12日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　今年も芸術祭を担当しました！美術が不得意な私が、たった１
回だけ、小学校部門に出品したことがあります。あまりに衝撃的
だったため、展示場所や見に行くときのドキドキ感を今でも鮮明
に覚えています。出品・出演者になれば、緊張するけれども楽し
いだろうなと思いながら、今年も裏方で奔走した担当でした。（Ｎ）

　本文でも紹介した第１回戸沢サミット in 高萩に、私も担当者
として出席してきました。隣の仙北市は別として、他の３市と交
流する機会はなかなかありません。交流のきっかけを作ってくれ
た戸沢氏に感謝！３年後は雫石町が会場です。みんなでサミット
を盛り上げましょう！（Yasu）

次回は大村へき地保育園からの情報をお送りする予定です。

～三つ葉ホールに響いた弦楽の調べ～
雫石町立南畑小学校　校長　髙橋　司　南畑小学校の校舎中央に、「三つ葉ホール」という名

のすてきなホールがあります。南畑小学校の校章にも用
いられている「三つ葉」とは、学区である旧大字「鶯宿」・
「南畑」・「西安庭」の三地区を示すものです。さらに、
児童の健全育成を願う「知」・「徳」・「体」の三つを表現
したものです。
　『本校自慢のこの「三つ葉ホール」で、ぜひクラッシ
クのコンサートを開いて子どもたちに聴かせたい』との
思いから、去る９月６日（金）に岩手県弦楽研究会の方々
10人をお呼びして、待望のクラッシックミニコンサート
を開催しました。当日は、心配された天気にも恵まれて
さわやかな秋晴れとなり、保護者や地域の方々にもたく
さんお集まりいただきました。
　本校の子どもたちは、初めての弦楽の生演奏を心ゆく
まで堪能した様子でした。また、プログラムの中ほどに
実際に子どもたちが弦楽器にふれあうコーナーも設けて
いただきました。子どもたちの中には、早速「キラキラ
星」を演奏する子どももいて、とても驚きました。

　演奏の最後には、弦楽の伴奏で本校の全校児童が校歌
を歌いました。弦楽の響きと子どもたちの歌が「三つ葉
ホール」全体を包み込み、とてもすばらしいひと時を過
ごすことができました。
　ふだん何気なく過ごしている「三つ葉ホール」で、ク
ラッシックのコンサートが行われたことを子どもたちは
いつまでもすてきな思い出として心に留めることでしょ
う。そして、この「三つ葉ホール」を今まで以上に誇り
に思うことでしょう。

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№102　南畑小学校　編～

【11月】
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
24日㈰ 雫石町民ゲートボール大会
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）

【12月】
７日㈯ 雫石町教育振興運動実践交流会
８日㈰ 御所地区ゲートボール大会
20日㈮ 町内小学校終業式（上長山小・大村小）
21日㈯ 下長山小学校終業式
24日㈫ 町内小学校終業式（橋場小・南畑小・安

庭小）
25日㈬ 町内小学校終業式（七ツ森小・西根小・

御明神小）
 雫石中学校終業式
 教育委員会議
26日㈭ 雫石小学校終業式

● 11～12月の主な行事予定 ●
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