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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　民俗芸能の保存・伝承を目的として昭和33年
に初めて開催した芸能祭は、今年で56回を迎え
ました。
　婚礼や新築祝いなど、家の慶事に披露されて
きた「謡・御祝」、「お鋳銭坂」、「雫石よしゃれ」
から始まり、町指定無形民俗文化財を含む30演
目が上演されました。
　また、約40年前の芸能祭の映像をもとに断
絶・中断演目を中心としたダイジェスト版を製
作、上映するという新たな試みも行いました。
　県内随一の６時間公演でも来場者が途切れる
ことはなく、およそ800人の来場者でにぎわい
ました。

＊教育委員会では、民俗芸能の映像記録
の閲覧・貸し出しを行っております。
【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

＊ 対象者には11月末にご案内のはがきを送付しておりますが、はがきが届いていない場合など、不明な点があり
ましたら社会教育課（692-6413）までお問い合わせください。

【日　時】平成26年１月12日（日）
 受　付：10：00～10：50／式　典：11：00～
【場　所】雫石町中央公民館　野菊ホール

【対　象】平成５年４月２日～平成６年４月１日生ま
れで現在町に住民登録されているか、平成20年度の
雫石中学校卒業生

祝 新成人祝 新成人 平成２６年雫石町成人式 挙行！お知らせ

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

本を読み　テレビを見ない　一週間 （堀切　海斗　西根小 5年）

「雫石の民俗芸能　ここに集う」
第56回雫石町無形文化財芸能祭　　～中央公民館野菊ホール・11月23日（土）特集

幕開け「謡・御祝」（西山地区）

町指定無形文化財「雫石よしゃれ」
（雫石よしゃれ保存会）

町指定無形文化財「西根念仏剣舞」
（西根念仏剣舞保存会）

「雫石神楽・八幡」（雫石神楽保存会）
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【図書館に関する問い合わせ】町立図書館（692‒5959）

～家読（うちどく）推進講演会～「読書は心を育てる」を開催しました！

学校図書館支援ボランティア“しずくいし図書隊”好評活動中！

本選びのヒントに♪企画展を随時開催中！

＊ 子育てで「心」を育てることは大切。「心」を育てるのは「人」。「本」
は「書いた人」「与える人」「一緒に読んでくれる人」がいて、人間形
成に良い影響を与える。

＊ 乳幼児期の「読み聞かせ」は「耳からの読書」であり、気持ちの安定
に役立ち、小学生から思春期の読書は学習の基礎と自己形成に、青年
期は知識の吸収と思想形成に、大人の読書は仕事と娯楽を越えた豊か
な人生のために大切。また、読書は脳を鍛える。読書で疑似体験し、
自己の中で問答し、考える力を養うことで、生きる力をつける。

＊ 周りの大人が、心から面白いと思える本をこどもに手渡すことによっ
て満足感と達成感を味わわせることが大切である。

　町立図書館では、第67回読書週間（10/27～11/９）にあわせ、11月９日（土）10時から、中央公民館視聴覚室で、「家
読推進講演会」を開催しました。各地での講演が大好評の岩手大学教育学部・武田京子教授を講師に迎え、次の
ような内容を講演していただきました。

　“しずくいし図書隊”は、学校図書館支援を目的とした
ボランティアグループです。７月に開催した「しずくいし
図書隊養成講座」で学校図書館について学んだ修了生14人
で発足しました。
　現在、町内の小学校を巡回し、学校の要望に合わせて、
図書の修繕、除籍・受入のお手伝い、図書整理、サイン表
示、そして児童に本の取り扱い方の指導を行っています。
　雫石の子どもたちは、本をボロボロになるまで読んでい
ます。それを見守り、陰で支える地道な活動ですが、皆さ
ん楽しみながら活動しています。学校や児童から感謝の声
も寄せられています。

　図書館では、季節や時期ごとにテーマを決めて本を
展示し、貸出をしています。11月は、「上半期ベスト
ランキング展」と「文学賞受賞作を読もう！」でした。
いつも読まない作家だけれど、読んだら面白かったと
いうことはよくあるもの。本選びのヒントにしてはい
かがですか？児童書の企画展示も行っています。

報告

報告・告知

告知

岩手大学　武田京子教授

特集 今、図書館がおもしろい！！
今年度の取り組みについて

雫石町立図書館利用案内
１）町内在住・在勤・在学の方どなたでも利用者登録がで
きます。（その他の方は個別にご相談下さい。）

２）一人５冊２週間まで借りられます。
３）開館時間　9：00～17：00（水・金～18：00）
　　休館日　　毎週月曜日・土日以外の祝日・年末年始・

蔵書点検時（３月）
４）返却はブックポストで24時間いつでも。
５）ネットで所蔵状況を検索できるほか、ウェブ予約もで
きます。（登録必要）

６）読みたい本のリクエスト、予約も受け付けます。

こんなご利用方法も…
１）団体貸出　施設・グループなど、団体に１ヶ月の期限
で本を貸し出します。冊数は特に制限はありません。
保育施設・ディサービス施設、町内会、老人クラブ、
PTA、サークルなど、どうぞご活用ください。

２）出前おはなし会　ご要望に応じて「おはなし会」を出
前します。赤ちゃんから大人向けまで、読み聞かせ・
素話・昔話・朗読・紙芝居など。お気軽にご相談下さい。

本の取り扱い方を学ぶ
御明神小学校図書委員
のみなさん
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①災害などへの対応について
委員 ９月16日の台風接近時において、雫石小学校が臨
時休校となったようだが、教育委員会では各小・中学
校に対してどのような指示をしたか。
教委 今回の台風及び大雨などの対応について、教育委
員会から各小・中学校に対して指示はしておりませ
ん。なぜならば、通学路などの状況を最も把握できる
のはそれぞれの学校であるため、教育委員会から町内
の全小・中学校へ指示を出すよりも、それぞれの学校
ごとの判断とした方が、学区内の状況に適応した対応
ができるものと思っております。ただし、全町的な災
害などが予想される場合については、教育委員会から
統一的な指示をすることも必要と考えております。

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（692‒6412）

 教育委員会定例会リポート（10・11月）
―その１　議案編（11月）以下の案件が可決されました。―

１．委員長職務代理者の指定について（佐々木　浩子委員が委員長職務代理者に再任されております。）

―その２　質疑応答編（10月）―

　このほかにも、小学校適正配置基本計画に係る説明会、統合に向けた課題、子育てネットワーク会議、ブックスター
トなどについて話し合われました。

②町主催、教育委員会主催行事が重なることについて
委員 例年、町及び教育委員会が主催する行事が重なる
場合があるが、重ならないようにできないか。
教委 委員ご指摘のとおり、例えば、今年の10月６日に
ついても、町民音楽祭と軽トラ市が重なっております。
町主催の行事、教育委員会主催の行事ともに件数が多
く、どうしても重なってしまうのが現状です。年度の
計画を立てる時点でおのおのが連絡を密に取り合い、
合同で開催できるものは調整し、必要性の少ない事業
は廃止するなど、町全体で取り組み、皆様が参加しや
すい行事を創って行きたいと思います。

ミニ特集 ～第２回小・小連携交流会を開催しました 

　今年度第２回の小・小連携交流会が、Ａグループ（雫
石、御明神、橋場、大村、南畑、安庭）は11月26日に
御明神小で、Ｂグループ（七ツ森、上長山、下長山、
西根）は11月27日に七ツ森小で開催され、来年中学校
に入学予定の159人の６年生が２つに分かれて交流し
ました。
　先生方に一層の授業の工夫をしていただき、外国語
活動、国語、図画工作、体育の授業を通して、児童同
士がより一層交流できる、大変充実した交流会になり
ました。

　Ａグループの閉会式では、安庭小学校の荒川校長先
生から、「笑顔が増えてきてよかった。縁があって、
出会った仲間です。お互いに高めあい、支えあい頑張っ
てほしい。残りの小学校生活を充実させて成果を出し
てほしい。」とエールをいただきました。
　Ｂグループの上長山小学校の小笠原副校長先生から
は、「複数の学校の子どもたちが集まっているのに、
それを一つも感じないよい取り組みでした。聞く態度
も立派でした。中学校に入ったら、お互いに声をかけ
あえればいいと思います。このような会を開いてくだ
さった方々に感謝しましょう。」と友達の大切さ、感
謝の気持ちを持つことの大切さをお話し下さいました。
　町内の６年生が雫石中学校に入学する平成26年の
春、夢と希望を持ち、はつらつとした、また堂々とし
た姿が中学校に集まり、一層活躍してくれることを
願ってやみません。
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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！（10/21～11/20受け入れ分　計220冊）

〈12～１月の休館日ご案内〉
【12月】2日、9日、16日、23日、29～31日
【１月】１日～３日、６日、13日、20日、27日
※１月12日（日）は祝日ですが開館します。

大船渡へ贈る本、ありがとうございました
　11月19日（火）、みなさんからの真心がつまった本を受
け入れ先の大船渡の読書ボランティア「おはなしころり
ん」の事務所へお届けしました。ご寄贈いただいた本は
20箱を超える量となり、代表の江刺由紀子さんからは、
「本をたくさんお運びいただいて、本当に感謝いたして
おります。」と感謝の言葉をいただきました。

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スペシャル」 「しずくいしおはなし会」
【日　時】12月21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「クリスマス」です。
・「クリスマスって　なあに」

…ディック・ブルーナ／作
・「サンタクロースってほんとにいるの？」

…てるおか　いつこ／文
・「おばあさんのメリークリスマス」

…もりやまみやこ／作
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】12月19日（木） 10：30～
【会　場】中央公民館
【プログラム】♪プレゼントもあるよ！♪
・えほん…『しあわせならてをたたこう』
・かみしばい…『クリスマスのこいぬ』
・パネルシアター…『10人のサンタ』
・こうさく…『おしゃべりサンタ』　　　　　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、１月10日
（金）10：30～11：00です。こちらもお待ちしておりまーす！

● 小説 ●
・士道残照（幕末京都守護職始末３） ···藤本　ひとみ
・黒書院の六兵衛（上・下） ················· 浅田　次郎
・雪まろげ　古手屋喜十為事覚え ······宇江佐　真理
・村上海賊の娘（上・下） ·························和田　竜
・ガンコロリン ········································海堂　尊
・灰と話す男　消防女子!!高柳蘭の奮闘
　　　　　　　　 ······························· 佐藤　青南
・大江戸恐龍伝（第一巻・第二巻） ···········夢枕　獏
・潮鳴り ··················································葉室　麟
・まほろ駅前狂騒曲 ··························三浦　しをん
・独走 ················································· 堂場　瞬一
・蛇行する月 ······································· 桜木　紫乃
・たからもの（深川澪通り木戸番小屋）
　　　　　　　　 ····························北原　亜以子
・黄昏の旗 ··········································· 朱川　湊人
・ヒカルの卵 ······································· 森沢　明夫

● 一般書 ●
・即答力 ···········································松浦　弥太郎
・東京の片隅 ······································· 常盤　新平
・天、共に在り ········································中村　哲
・懐かしくて新しい昭和レトロ家電 ····· 増田　健一
・絵本で読みとく宮沢賢治
　　　　　　　　 ·············中川　素子/大島　丈志
・手づくりが楽しいときめきお菓子の家
　　　　　　　　 ····························中村　佳瑞子
・四十九日のレシピのレシピ ······ 伊吹　有喜　ほか
・にわかには信じられない遺伝子の不思議な物
　　　　　　　　 ····························サム・キーン
・EDO‒100　フカヨミ！広重『名所江戸百景』
　　　　　　　　 ······························· 堀口　茉純
・ノーベル賞でたどる物理の歴史 ········· 小山　慶太
・親子で学ぶ科学図鑑 ······キャロル・ヴォーダマン
・シニア接客のルール ·························· 山岸　和実

● ヤング・児童書 ●
・ルルとララのクリスマス ········· あんびる　やすこ
・まじょ子とネコの王子さま ················ 藤　真知子
・子どもに語る日本の神話 ··················· 三浦　佑之
・花びら姫とねこ魔女 ······························朽木　祥
・黄いろのトマト································· 宮沢　賢治
・銀河鉄道の夜 ···································· 宮沢　賢治
・いちにちどうぶつ ··················· ふくべ　あきひろ
・こども大図鑑　恐竜 ·············ダグラス・パーマー
・「ニャオ」とウシがなきました ········エマ・ドッド
・どこ？めいろでさがしもの ················ 山形　明美
・スーパーワイドブック新幹線・特急
　　　　 ····マシマ・レイルウェイ・ピクチャーズ
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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

冬休みおいで塾～粘土で干支人形を作ってみよう
【日　時】
 ①１月８日（水）13：30～15：30
 ②１月９日（木）13：30～15：30
 ③１月10日（金）13：30～15：30
【場　所】中央公民館
【講　師】ファインドール人形クラブ講師中村鈴呼さん
【対　象】町内の小学生
【定　員】①～③それぞれ先着20人
【受講料】１人500円
【申し込み】12月25日（水）までに中央公民館へお申
し込みください（受付：平日9：00～17：00）。

【その他】送迎バスを運行します。乗車希望の方は、
あわせてお申し込みください。

西山公民館パソコン教室～実践編～
　Word と Excel を中心に、生活に役立つパソコ
ン活用方法を実践から学びます。
【日　時】１月15日～２月12日の毎週水曜日
　　　　 全５回　14：00～16：00
【場　所】西山公民館・パソコン体験実習室
【受講料】1,000円（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で、パソコン
で日本語入力とマウス操作ができる方（当館パソ
コン教室初級編終了程度を推奨します）・先着10人

【申し込み】12月19日（木）～１月９日（木）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】筆記用具

雫石公民館パソコン教室・エクセル初級編
　パソコンの操作、日本語入力の仕方から Excel
を使用した表・グラフの作成及び表計算を学びます。
【日　時】１月24日～２月24日の毎週月・金曜日
　　　　 全10回　19：00～21：00
【場　所】雫石公民館
【講　師】高嶋一秀さん
【受講料】1,000円（テキスト代別途1,300円程度）
　　　　 ＊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】12月27日（金）までに雫石公民館へお申
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。

御所公民館～トールペイント教室～
　冬休みの工作にぴったり‼ トールペイントを作
成しましょう。
【日　時】12月22日（日）9：30～12：00
【受講料】１人500円（材料費込み）
【対象・定員】町内に在住または勤務の方（小学生～
大人まで大歓迎）・先着10人
【申し込み】12月18日（水）までに御所公民館へお申
し込みください（受付：平日8：30～17：15）。
【その他】絵具（主催者側で準備します）を使用し
ますので、汚れてもよい服装で来てください。

雫石町ジュニア・アスレティック教室［６期・７期］
【日　時】［６期］１月７日～３月18日
（２月11日を除く毎週火曜・全10回）16：30～18：00
　　　　 ［７期］１月９日～３月13日

（毎週木曜・全10回）16：30～18：00
【場　所】町営体育館
【内　容】バランスボール・マット運動・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】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の小学生・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】12月19日（木）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（～12月26日（木）まで）。

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室［７期・８期］
【日　時】［７期］１月７日～３月18日
（２月11日を除く毎週火曜・全10回）10：00～11：30
　　　　 ［８期］１月９日～３月13日

（毎週木曜・全10回）
　　　　 〈午前の部〉10：00～11：30
　　　　 〈夜間の部〉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
プログラムの実践
【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内在住の方
【定　員】７期・８期午前・８期夜間
　　　　 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】12月19日（木）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（～12月26日（木）まで）。
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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！

御明神公民館・軽スポーツ教室
【日　時】１月20日、２月３日、２月17日、
　　　　 ３月３日の隔週月曜日・18：30～20：00
【場　所】御明神公民館・多目的ホール
【内　容】キンボール・ドッヂビーなど
【講　師】雫石町スポーツ推進委員・星　征一さん
【対　象】町内在住または勤務の方
【受講料】無料
【持ち物】運動に適した上履き、タオル、着替えなど
【申し込み】各開催日の前日までに御明神公民館に
お申し込みください。

【その他】実施種目については、各開催日の申込人
数に応じて決定いたしますのでご了承願います。

ケッパレランドから冬期営業開始のお知らせ
　12月21日（土）から冬季営業を開始します。全日本
スキー連盟公認コースを駆け巡ってみませんか。冬
の健康・体力作りにぜひケッパレランドをご利用く
ださい。
【使用料】個人：町民無料
　　　　　　　町外一般200円/小中高生100円
※貸切を希望する場合はお問い合わせください。

【営業時間】9：00～
【休場日】１月18日以降毎週水曜日
【レンタル】クロスカントリー用スキー一式1,000円
　　　　 　（ただし数に限りがあります）
【その他】雪不足などの理由によりご利用できない
場合があります。詳しくは、ケッパレランド（695-
2211）までお問い合わせください。

参加者募集！　町民スキー大会
〈クロスカントリー競技〉
【期日】１月25日（土）【場所】ケッパレランド
〈アルペン競技〉
【期日】２月１日（土）【場所】岩手高原スノーパーク
【参加資格】町内に在住または勤務しているか、町
内の小中高生で、傷害保険に加入していること。
【参加料】無料
【申し込み】所定の申込用紙（町営体育館にありま
す）に必要事項を記入の上、１月17日（金）17：00ま
でに（財）雫石町体育協会（692-5030・担当　横森）
へお申し込みください。

2014雫石インドアキッズベースボール
【期　日】1st ステージ　　　　１月19日（日）
　　　　 ファイナルステージ　２月11日（火・祝）
（ファイナルステージは、1stステージ上位６チーム）
【場　所】町営体育館
【参加資格】町内の小学校に在校又は町内スポーツ
少年団に所属し、スポーツ安全保険などの各種傷
害保険に加入している児童（未加入の場合は、各
自で加入。）
【チーム構成・募集定数】代表者（20歳以上）１人と
選手６人の計７人（男女混合も可）・先着16チーム
【参加費】１チーム　3,000円（優勝チーム・準優勝
チームに副賞、参加者全員に参加賞があります。）
【申し込み】12月16日（月）から、所定の申込書によ
り町営体育館窓口又は電話（692-5030・担当　新
里）で申し込みください（～1月13日（月）まで）。

　９月より「下長山小学校スポーツ少年団総合型地域ス
ポーツクラブ」として、各種教室を開催してまいりまし
たが、12月３日をもって法人認証となり、「特定非営利
活動法人　雫石なつめ倶楽部」に名称変更しました。今
後も各種教室・大会など開催していきますので、皆様の
参加をお待ちしております。

☆ピラティス教室☆
【日時・場所】１月毎週月曜日　14：00～15：30

　６、20日　西山公民館／13、27日　雫石公民館
【参加費】１回（会員）200円／（非会員）500円

☆ゆる体操教室☆
【日時・場所】１月毎週水曜日　14：00～15：30

８、22日　西山公民館／15、29日　雫石公民館
【参加費】１回（会員）200円／（非会員）500円

☆期日限定！お試し教室～ピラティス・ゆる体操～☆
【日時・場所】１月20日ピラティス、22日ゆる体操
　　　　　　 いずれも19：00～20：00・町営体育館
【参加費】特別にどなたでも会員価格200円

＊それぞれの教室への参加申し込み・お問い合わせ
は、雫石なつめ倶楽部・細川（080‒8220‒8774）まで。

スキーレッスン参加者　募集中 !!

◎チャイルドスキーメイト（小学生向け）
【活動日】12月～２月までの日曜日
　　　　 ９：00～12：00（全９回予定）
【年会費】10,000円（保険料込）

◎サンデーワンポイントレッスン（一般中級者向け）
【活動日】12月～２月までの日曜日
　　　　 13：15～15：15（全９回予定）
【年会費】6,000円（保険加入は各自）

　募集要項など、詳しくは雫石町スキー連盟のホーム
ページを（http ://shizuski.hp-ez.com/page9）
ご覧ください。
【問い合わせ】NPO雫石町スキー連盟（692‒4197）

◎雫石ジュニアレーシングチーム（小学生向け）
【活動日】12月～３月までの土日、祝日
　　　　 8：30～15：00
【活動内容】 ポール練習のほか、県内外６大会以上参戦

予定
【年会費】15,000円（保険料込）※大会参加費別途

総合型地域スポーツクラブからのお知らせ

教育しずくいし105.indd   6 13/12/06   18:47



7 広報●教育しずくいし●2013●12●No.105●

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！

親子のためのコンサート『音楽の絵本ＪＩＶＥ』を開催しました！報告
　11月16日(土)、中央公民館野菊ホールにて「親子のためのコンサー
ト『音楽の絵本JIVE』」を開催しました。会場には雫石町や近隣市町
村からのお客様だけでなく、他県からも音楽の絵本ファンの方がい
らっしゃいました。
　動物たちが奏でる一流の演奏とユーモアたっぷりの掛け合いは、子
どもだけでなく大人も夢中になる楽しいひと時でした。
【来場者の方々の感想】
○子どもから大人まで楽しみながら音楽に触れることが出来てとても
いいと思いました。
○子どもがまだ小さいのでこのような音楽に触れることが無くなって
いました。子供と一緒に音楽を楽しむとてもいい機会でした。子ども
たちもとても楽しんでいて良かったです。来年も来てください‼
○孫と一緒に鑑賞しましたが、とっても楽しい時間を過ごさせてもら
いました。このような企画、次回も期待しています。

　10月26日、27日に茨城県常陸太田市で開催された「第10回ジョイ
フル・スローピッチ・ソフトボール全国大会」で、本町から出場し
た「雫石よしゃれ」チームが優勝しました。この大会は、全国から
男子20チーム、女子20チームが参加し、部門ごとに優勝チームを決
定する方式で行われました。
　「雫石よしゃれ」は混成の部に出場し、初戦は、開催地の「常陸
LARKS」に６－２と快勝。続く２戦目は、埼玉県の「戸田アング
レー」と対戦し、接戦の末７－７の引き分けに持ち込み得失点差で
見事優勝を飾りました。

①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
②御所地区秋季グラウンド・ゴルフ大会～11月３日（日）
【優　勝】大村チーム　　【準優勝】鴬宿Aチーム
【第３位】栁沢チーム　　【ベストスコア】村田幸江
③御所地区卓球・綱引き大会　～11月10日（日）
《卓球》【優　勝】天戸行政区【準優勝】鴬宿行政区
【第３位】矢櫃・九十九沢・町場行政区（連合チーム）
《綱引き》【優　勝】大村行政区【準優勝】鴬宿行政区
【第３位】矢櫃・九十九沢・町場行政区（連合チーム）
④雫石町民ゲートボール大会　～11月24日（日）
【優　勝】上町三チーム【準優勝】大村チーム
【第３位】下町三チーム

【日時】１月26日（日）
午前の部　10：30開演
　　　　　（10：00開場）
午後の部　15：00開演
　　　　　（14：30開場）
【場所】中央公民館 野菊ホール
【入場料】全席自由　
　　　　 一般1,000円（当日1,200円）
　　　　 中高生500円（当日700円）
　　　　 小学生以下無料（整理券が必要）
【 前売券】中央公民館、各地区公民館及び村上写真館
で絶賛販売中！
【お問い合わせ】中央公民館（692-4181）

○岩手県中学校新人戦（後期）
～11月16日（土）～17日（日）

【女子バレーボール】　準優勝　対厨川中０－２
≪優秀選手≫　菅原美幸　村田桃香
【男子バレーボール】　ベスト８　対江刺一中０－２

　今年の町民劇場は初の
公募脚本、初の現代劇！
統合を間近に控えた中学
校の生徒たちが、校史に
刻む挑戦をする姿を描き
ます。

公演の様子

開場ファンファーレ

「雫石よしゃれ」チームが全国優勝 ！ ～ジョイフル・スローピッチ・ソフトボール全国大会

雫石中バレー部・県中学新人戦で
大活躍！ 報告各種スポーツ大会結果（※敬称略）

　　 第11回雫石町民劇場「イッツ・アップ・
トゥユウ～今を走れ　未来に向かって～」

報告

大活躍
報告 　 

ト
告知
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広報「教育しずくいし」１月号は　１月９日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　東京オリンピック開催決定、東北楽天ゴールデンイーグルス日
本一、グルージャ盛岡Ｊ３加入決定、など今年は日本、東北、岩
手というどの視点でもスポーツの明るい話題が多く、励まされた
方も多かったと思います。次の期待はサッカーワールドカップ！
来年も明るい話題がたくさん届くことを願っています。（Ｎ）

　今年ももうあと１ヶ月…。豪雨災害をはじめ、今年は極端な天
候に振り回され続けた気がします。この先、「異常」が「普通」になっ
ていかないことを願いつつ…来年は天候はもちろん、世相も穏や
かな年になればいいですね。ちょっと早いですが、みなさん、よ
いお年を！（Yasu）

次回は橋場小学校からの情報をお送りする予定です。

～日々の成長を感じながら～ 大村へき地保育所　主査　下黒澤けい子

　大村へき地保育所は、昭和50年４月開園、今年38年
目を迎えました。現在２歳から４歳まで５人の女児が
在籍しています。向かいには大村小学校があり、前期
は運動会や交通安全教室などを通じて交流を行い、後
期には、児童会や１年生との交流が予定されています。
また、小学生の施設開放事業も行っています。橋場へ
き地保育所との交流もあり、春、秋の遠足では、お互
いの園を訪問、親子遠足も一緒に行い、良い交流につ
ながっています。

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№103　大村へき地保育所　編～

【12月】
20日㈮ 小学校終業式（上長山・大村）
21日㈯ 下長山小学校終業式
24日㈫ 小学校終業式（橋場・南畑・安庭）
25日㈬ 小学校終業式（七ツ森・西根・御明神）
 雫石中学校終業式
 教育委員会議
26日㈭ 雫石小学校終業式

【１月】
４日㈯～14日㈫
 雫石中学校国際交流海外派遣事業
11日㈯～12日㈰　小学生バレーボール雫石交流会
12日㈰ 平成26年成人式
15日㈬ 大村小学校・雫石中学校始業式
17日㈮ 小学校始業式（上長山・下長山・橋場）
19日㈰ 雫石町裸参り
 雫石インドアキッズベースボール大会
20日㈪ 小学校始業式（七ツ森・南畑・安庭）
21日㈫ 小学校始業式（雫石・西根・御明神）
25日㈯ 町民スキー大会（クロスカントリー競技）
26日㈰ 雫石クロスカントリースキー大会ピノキ

オカップ
27日㈪ 教育委員会議

● 12～１月の主な行事予定 ●

　保育所行事として、七夕や夕涼み会、秋祭りでのみこし
担ぎを始め、園児の家族や地域の方々の協力を得てハロ
ウィンごっこも楽しみ交流を持ちました。10月26日には、
小学校の学習発表会に参加させていただき、歌や手話、遊
戯などをたくさんの方々の前で元気に披露することが出
来、一人ひとりのがんばりに成長を感じた会でした。
　子供たちは、様々な体験や刺激を受け、また、家族や地
域の方々に支えられ日々成長しています。これからも一人
ひとりを見守り、支援しながら関わっていきたいと思います。

年末年始の施設休館予定日情報
［歴史民俗資料館］　12月28日（土）～１月４日（土）
［勤労青少年ホーム］　12月28日（土）～１月３日（金）
［町営体育館・屋内ゲートボール場］　12月29日（日）～１月３日（金）
［ケッパレランド］　12月31日（火）～１月２日（木）

＊詳しくは各施設にお問い合わせください。
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