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学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

「150匹の鯉のぼりと 150本の桜並木」 雫石川に泳ぐ鯉のぼり！

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

てれびけす　いっしょによもうよ　おとうさん （大坊　心彩人　御明神小 1年）

　４月26日（金）、今年で20回目となる鯉のぼり掲揚式を雫石川園地で開催しました。あいにくの天気にもかかわらず、
御明神小学校の３、４年生37人が笑顔いっぱいで鯉のぼり掲揚のお手伝いをしてくれました。また、鯉のぼり掲揚後、
児童の皆さんは友だちと協力しながら、ヤマメの稚魚2,000匹を放流しました。

雨にも負けず、元気に鯉のぼりを運んでくれました。

閉会のことば
米田舞桜さん

将来の夢は？（左から　沼野滉平さん、
小田和香さん、新里岳士さん、天瀬吏那さん）

記念品贈呈　吉川教育長から大橋翔さんへ

両手いっぱいに鯉のぼりを広げて

開会のことば
八幡翔我さん

友だちと一緒に
ヤマメの放流
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特集 ～「効果的な教育環境づくり」へ～
学校等校種間連携の推進
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【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

　今年度の教育委員会の主要な施策の一つである『学校教育の
充実』では、「確かな学力を育む環境づくり」、「豊かな心を育
む環境づくり」、「健やかな体を育む環境づくり」、「効果的な教
育環境づくり」の４つの柱に取り組んでいます。
　今回は、「効果的な教育環境づくり」への取り組みの中から
学校等校種間連携の推進を紹介します。

　このように、町では、校種間連携の充実を学校教育重点努力事項の一つとしており、小・小連携、小・中
連携の充実を図っています。

≪小・小連携交流会≫
　平成22年度にスタートし、今年度４年目を迎えた「小・
小連携交流会」。昨年度も、雫石中学校に進学予定の小学
校10校の６年生が、他の学校の先生の授業を受けたり、他
校の友達と交流したりしながら、一緒に成長していこうと
いう「絆」を大切にした交流会を行うことができました。
この横のつながりを大切にした取り組みは、学校だけでな
く、保護者の皆様にも参観のご案内をし、地域の交流の場
にもなってきました。
　保護者の方々からは、「この小・小連携交流会を通して、
中学校入学後すぐに友達ができ、仲良く遊ぶ姿が見られ、
とても良い」とのご感想をいただいております。９年間と
いう義務教育を見通したこの活動を、小・中連携などの他
の事業と良いつながりを持たせながら、今後も工夫、改善
を図りながら取り組んでまいります。
　今年度も保護者の皆様に小・小連携交流会参観のご案内
をいたしますので、ぜひご覧ください。

≪保育園（所）・幼稚園・小学校連携推進会議≫
　保育園（所）・幼稚園・小学校教育の一貫性を図るとともに、保・幼・小
の年度の交流計画を作成し連携強化を図ります。
【期　日】６月11日（火）中央公民館・大会議室
≪小・中学校連携研究会≫
　各小・中学校の相互の連携を一層促進し、継続性や接続の円滑化を図
り、学習指導、生徒指導、学校運営などの改善を図ります。
【期　日】６月６日（木）雫石中学校
≪雫石町教育研究会≫
　第４回雫石町教育研究会において「人間関係づくり」をテーマとし、
小学校・中学校の教員が協議、交流を図ります。

効果的な教
育環境づく
り

学校教育の充実

健やかな体
を育む環境
づくり

豊かな心を
育む環境づ
くり

確かな学力
を育む環境
づくり

今年度の学校等校種間連携事業の紹介

【今年度の小・小連携交流会日程】
日　時 会場 交流校 対象児童数

７月３日（水）９：30～12：45 雫石小 雫石小・七ツ森小・上長山小・下長山小・西根小 109人

７月４日（木）９：30～12：45 安庭小 御明神小・橋場小・南畑小・安庭小 48人

11月26日（火）９：30～12：45 御明神小 雫石小・御明神小・橋場小・南畑小・安庭小 110人
11月27日（水）９：30～12：45 七ツ森小 七ツ森小・上長山小・下長山小・西根小 47人
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●雫石小学校●
かしこく　ゆたかで　たくましい子ども
●七ツ森小学校●
「夢かがやく　心豊かな子」
・明るく思いやりのある子ども
・進んで学習するかしこい子ども
・体をきたえるたくましい子ども
●上長山小学校●
「豊かな心をもち、たくましく生きる子ども」
＜かしこく＞　自分で考える子ども
＜やさしく＞　思いやりのある子ども
＜たくましく＞健康でたくましい子ども
●下長山小学校●
やさしく～心豊かで、おもいやりのある子
かしこく～自ら学び、判断して行動する子
たくましく～心も体も健康でたくましい子
●西根小学校●
・にこにこ笑顔でつくす西根っ子
・しんけんに自分から学ぶ西根っ子
・ねばり強くがんばる西根っ子
●御明神小学校●
豊かな心をもち　強く　たくましく生きる子ども
・進んで学習に取り組む子（確かな学力）
・やさしく心豊かな子（豊かな心）
・元気でねばり強い子（健やかな体）
●雫石中学校●
「賢く、明るく、逞しい生徒」
・意欲的に学習する生徒
・心豊かで、正しいことを実行できる生徒
・心身ともに健康で、明るく生活のできる生徒

●橋場小学校●
「豊かな心とたくましい体を持ち、
　　郷土を愛する意欲に満ちた子ども」
は－はっきりはきはきよく勉強する子
し－しんぼう強くがんばる子
ば－バランスのとれた元気な子
の－のびのび明るく素直な子
こ－個性豊かで思いやりのある子
●大村小学校●
現在および将来を生きぬく人間をめざし、
「自ら考え、正しく判断し、責任をもって行動できる、
心豊かなたくましい子ども」を育てる。
・進んで勉強する子ども
・健康でねばり強い子ども
・責任をもって行動できる子ども
・明るく心豊かな子ども
●南畑小学校●
「あかるく、かしこく、たくましく」
～よりよく、正しく生きる力の育成～
●安庭小学校●
「あかるく　かしこく　たくましく」
・明るく思いやりのある子
・よく考え主体的に学ぶ子
・心も体も健康でたくましい子
●雫石高校●
・生徒と教職員、保護者が信頼し合う学校
・ 自由と創造に溢れた授業が生き生きと進められてい
る学校
・ 集団や個人への思いやりがあり、規律が守られてい
る学校
・明るくさわやかな、あいさつが飛び交う学校

①小学校の伝統芸能について
委員 小学校が統合する場合、課題の一つとして考
えられるのは、「地域で継承されている伝統芸能
についてはどうするのか」という点であるが、事
務局ではどう考えるか。
教委 地域で継承されている伝統芸能については、
事務局でどうするということではなく、実際に継承
されている地域の皆様の意見を聴きながら対応す
るのが最もよいと考えます。統合に向けての地域
説明会、その後の統合準備会などで、意見交換を
していただき、事務局としては意見交換の中で出
された案を具体化するための対応をしてまいります。

②小学校の再利用について
委員 統合により使用しなくなる小学校について
は、どのように活用する予定か。
教委 小学校の再利用については、社会体育施設の
１つと位置づけ体育館などを利用する方法、福祉
施設の１つとして民間で運営する方法、地域の
方々が利用する施設として町で管理する方法な
ど、様々な方法があります。どこが管理していく
のかなど、課題は数多くありますが、今後、様々
な場面で意見交換をし、地域の拠点施設として有
効利用できればと考えております。

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（３・４月）
―その１　議案編（４月）以下の案件が可決されました。―

１．雫石町就学指導委員会委員の委嘱並びに任命及び解任に関し議決を求めることについて
２．雫石町社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて
３．雫石町公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて
４．雫石町立図書館協議会委員の委嘱及び解任に関し議決を求めることについて

―その２　質疑応答編（３月）―

このほかにも、学校の体罰、給食のアレルギー対応、職員の接客態度についてなどが話し合われました。

平成25年度町内各学校の教育目標紹介
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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！（3/21～4/20受け入れ分　計321冊）

・オバケたんてい………………………藤江　じゅん
・とうふちゃん…………………………あだち　とも
・こぶたのかばん………………………佐々木　マキ
・びっくりゆうえんち……………………川北　亮司
・アフリカの音…………………………沢田　としき
・命のバトン…………………………………堀米　薫
・竜が呼んだ娘……………………………柏葉　幸子
・オフカウント…………………………筑井　千枝子
・えんそくおにぎり………………………宮野　聡子
・ゆけ！ウチロボ！…………………………サトシン
・ぼくはたまごにいちゃん………あきやま　ただし
・オズの魔法使い……ライマン・フランク・ボウム
・サッカーボーイズ卒業……………はらだ　みずき
・人魚姫……………………………………北山　猛邦
・こびと図鑑１捕まえ方から飼い方まで
　　　　　　　　…………………なばた　としたか

● ヤング・児童書 ●

〈５～６月の休館日ご案内〉
【５月】13日、20日、27日
【６月】3日、10日、17日、24日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・137億年の物語 …………クリストファー・ロイド
・巨大津波………………… NHKスペシャル取材班
・老活のすすめ……………………………鈴木　健二
・仕事に生きる女性の教科書
　　　　　　　　……………ミセス・マニーペニー
・東北・蝦夷の魂…………………………高橋　克彦
・危機の宰相……………………………沢木　耕太郎
・考えよ！…………………………イビチャ・オシム
・三丁目の落語………「三丁目の落語」編集委員会
・長寿のみちしるべ……………………日野原　重明
・アルプスを越えろ！激走100マイル ……鏑木　毅
・カエル　嫌われ者たちのララバイ……松橋　利光
・「製図」のキホン ………………………小峯　龍男

・死者の夢　大友義統の生涯…………東山　周珠子
・銀行支店長、走る…………………………江上　剛
・カード・ウォッチャー…………………石持　浅海
・また次の春へ………………………………重松　清
・微笑む人…………………………………貫井　徳郎
・閻魔の世直し……………………………西條　加奈
・百年桜…………………………………藤原　緋沙子
・天翔る……………………………………村山　由佳
・正義のセ………………………………阿川　佐和子
・落英………………………………………黒川　博行
・ZONE …………………………………福田　和代
・蔵盗み……………………………………輪渡　颯介
・はだかんぼうたち………………………江國　香織
・聖者が殺しにやってくる………………後藤　リウ
・大迷走………………………………………逢坂　剛
・かんかん橋を渡ったら……………あさの　あつこ
・八重の桜・二…………山本むつみ・五十嵐　佳子
・つくもがみ遊ぼう…………………………畠中　恵
・ギャンザリング・ブルー………ロイス・ローリー
・ワニの黄色い目（上・下）
　　　　　　　　…………カトリーヌ・パンコール

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

あなたも読み手！こどもと一緒に楽しもう！
読み聞かせボランティア養成講習会受講者募集
　保育所（園）・学校などで子どもたちに読み聞かせをし
たい方、お子さんやお孫さんに読んであげたい方、音読に
興味のある方、ぜひご参加ください。
【日　時】全３回・10：00～11：30
≪第１回≫６月６日（木）講師　町田　りん氏
　「読み聞かせの基礎を学ぶ」
≪第２回≫６月21日（金）講師　桜川ちはや氏
　「心に届く声でおはなしを楽しむ」
≪第３回≫６月28日（金）講師　うすゆきそう文庫
　「やってみよう“読み聞かせ”」
【会　場】中央公民館・視聴覚室
【受講料】無料
【申し込み】５月15日（水）から町立図書館で受け付けます。

【日　時】５月16日（木） 10：30から
【会　場】中央公民館　視聴覚室
【プログラム】
・えほん…『ちいさいトラック』 ほか
・かみしばい…『おそろいパンツ』
・ペープサート…『とんでけとんでけおおいたい』
・こうさく…『ビニールぶくろでつくってあそぼう』
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】５月25日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『ゆかいなかえる』

…ジュリエット・ケペシュ　ぶん・え
・『おんがくかいのよる』…たしろちさと　さく

など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

イベント情報は、教育広報・図書館ホームページ等でお知らせしております。
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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/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

３日間集中 着物リメイク講座
ひと手間かけて、もう一度まとってみませんか？

【日　時】 ５月31日（金）～６月２日（日）の３日間・
10：00～16：00

【場　所】御所公民館
【講　師】スーパーリメイカー　小赤澤直子さん
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着20人
【受講料】１人1,000円
【持ち物】昼食、ソーイングセット（針箱）、使わな
くなった着物、帯、羽織など
＊ ミシンをお持ちの方はご持参ください（お持ちで
ない方も参加できます）。

【申し込み】５月23日（木）までに御所公民館へお申
し込みください。（受付時間／平日9：00～17：00）

【託　児】無料託児室を準備します。ご希望の方は
事前に申し込みください。

“こだわり”クッキング
おいしい料理をにぎやかに楽しく作って食べましょう。
【日　時】６月16日（日）10：00～13：00
 　　　　（調理＋試食会＋後片付け）
【場　所】中央公民館・調理実習室及び幼児室
【献　立】“あまちゃん”も食べた⁉　まめぶ汁 ほか
【講　師】雫石町食生活改善推進員のみなさん
【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】６月５日（水）までに中央公民館へお申
し込みください。（受付時間／平日9：00～17：00）
【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。

クルミの樹皮でかごを作ろう
材料採取から製品作成まで手作業で行います。

お好きなものをご自由に。
【日時・場所】
≪樹皮採取≫６月16日（日）、６月23日（日） 9：00～
15：30　歴史民俗資料館集合→雫石川河川敷に移動
し材料採取→歴史民俗資料館で樹皮剥ぎ
＊移動はご自身でお願いします。また、「自分が使
う材料は自分で採る」ため、上記いずれかの日に必
ずご参加ください。
≪かご作り≫７月６日（土）9：00～15：30　
　雫石町歴史民俗資料館
＊以降、水・金・土曜日に随時指導日を設けます。
【対　象】高校生以上（刃物を使用するため）
【定　員】先着15人
【受講料】無料
【持ち物】 昼食、長靴、軍手、帽子、のこぎり（生木用）、
千枚通し、カッターナイフ、はさみなど
＊汚れてもよく、動きやすい服装でお越しください。
【申し込み】５月17日（金）から歴史民俗資料館（692-
3942）で受け付けます。（受付時間／8：30～16：00・
木曜休館）

雫石町民登山
【期　日】６月９日（日）
　　　　 7：45御明神公民館駐車場集合／8：00出発
【行き先】姫神山（1,123ｍ）・盛岡市玉山区城内コース
【参加料】１人1,000円（保険料等）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着35人
【申し込み】５月16日（木）～５月31日（金）までに町
営体育館へ電話にて申し込みください。
【持ち物】昼食・雨具・着替え等
【その他】町山岳協会員がガイド、安全誘導します。
 また、申込後の参加料は返金できません。
【問合わせ】（財）雫石町体育協会事務局
 雫石町営体育館内（692-5030）　担当　横森

和を楽しむ講座「いつでも、着物日和」
【日　時】 ６月８日（土）

13：00～15：30（予定）
【場　所】中央公民館・大会議室
【内　容】
★ 『着物の本来の意味を知る。
そして、もっと身近に楽しむ。』
　“着物伝道人”が、目からウロ
コの着物の楽しみ方をお話しくだ
さいます。
　講師／きもの織絵屋　松山 和年さん
★着物リメイクファッションショー
　御所公民館で開催した着物リメイク講座修了生に
よる作品発表会です。
　進行／着物リメイク講座講師 : 小赤澤直子さん
【参加料】１人500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着50人
【申し込み】６月３日（月）までに中央公民館へお申
し込みください。（受付時間／平日9：00～17：00）
【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。
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≪小学校低学年の部≫
賞 小学校 学年 氏名

最優秀賞 御明神 ３ 一本木　健志
優秀賞 七ツ森 １ 細川　喜誉

七ツ森 ３ 鷲津　永子
佳　作 七ツ森 １ 武田ミッシェル・

エンジェル
七ツ森 １ 佐渡　日菜々
御明神 ３ 新里　岳士
七ツ森 ３ 高橋　春和
≪小学校高学年の部≫

賞 小学校 学年 氏名
最優秀賞 安庭 ６ 藤原　孝太
優秀賞 御明神 ４ 米田　都乃

橋場 ６ 志戸前　暁
佳　作 七ツ森 ４ 高橋　和花

七ツ森 ５ 鷲津　加子
七ツ森 ５ 佐々木　七夕
七ツ森 ６ 藤平　藍花
七ツ森 ６ 細川　憂翔

≪中学校の部≫
賞 中学校 学年 氏名

最優秀賞 雫石 １ 安本　有花
優秀賞 雫石 ２ 上村　龍

雫石 ２ 新里　真由
佳　作 雫石 ２ 齊藤　友博

雫石 ２ 細川　浩代
雫石 ２ 木田　宗太郎
雫石 ２ 櫻田　南妃

雫石町柔道スポーツ少年団・団員募集！
　昨年度から中学校で柔道が必修科目となりまし
た。これから少年団に加入して柔道を学びませんか。
【活動日】毎週水・木・土曜日　18：30～20：00
【場　所】町営体育館・柔道場
【問合わせ】町柔道スポーツ少年団・代表　山崎　忍
　℡090-7792-2714
※ 見学も随時受付中。お気軽にお問い合わせくださ
い。

雫石ドリームガールズスポーツ少年団・団員募集
　雫石町にソフトボールチームがあることをご存知
ですか？興味のある方、中学校でソフトボール部に
入部したい小学生の皆さん、一緒に活動しませんか。
【活動日】毎週火・木・土・日曜日
【場　所】御明神小グラウンド　ほか
【問合わせ】雫石ドリームガールズスポーツ少年団
 米澤達也　℡019-692-2339
※ 見学も随時受付中。お気軽にお問い合わせくださ
い。

東日本ジョイフル・スローピッチ・
ソフトボール大会が雫石で開催！

第19回宮澤賢治作品読書感想文コンクール入賞者発表

告知

報告

　「第７回東日本ジョイフル・スローピッチ・ソフト
ボール大会」が５月25日（土）、26日（日）に鴬宿運動場
で開催されます。
　ジョイフル・スローピッチ・ソフトボールとは、軟
らかい専用球を使って、ピッチャーが山なりに投球す
る、２ストライク後のファウルは三振扱いでアウトに
なるなど、特別なルールのもと、誰でも安心して楽し
くプレーできるソフトボールです。
　本大会では、東日本から集まった約20チームが、男
子・女子・混成の３部門に分かれて熱戦を繰り広げま
す。当町からは、混成部門に「雫石よしゃれ」チーム、
男子部門に「雫石ソフターズ」チームが参加しますの
で、皆さま是非鴬宿運動場に行って応援し、大会を盛
り上げてくださいますようお願いします。

　第19回宮沢賢治作品読書感想文コンクール（雫石と宮澤賢治を語る会・主催）表彰式が３月23日（土）、雫石公
民館を会場に行われました。小・中学校合わせて５校から応募のあった46点の中から入賞作品が選ばれ、保護者
や関係者およそ50人が見守る中、小川浩彦会長から表彰状と記念品が入賞者全員に、最優秀賞受賞者には記念の
楯も贈られました。（学年はすべて平成24年度の学年です。）
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平成25年度雫石町スポーツ少年団結団式　～４月14日（日）

雫石高校生が参加！「列車通学生マナーアップ啓発活動」

報告

報告

　今年度の雫石町スポーツ少年団結団式が町営体育館で開催され、町内の32団体のスポーツ少年団のうち、17団体
約200人の団員、約90人の指導者及び父母が集まり、今年一年の決意を新たにしました。
　結団式では、団員を代表して「雫石町ミニバススポーツ少年団」の村上慧（むらかみけい）さんが先頭になり、
団員全員でスポーツ少年団団員綱領の唱和を行いました。
　講演では、いわてスポーツ栄養研究会副代表の徳田惠子さんより「スポーツと食事」をテーマに指導していただ
きました。

　４月25日（木）、青少年の健全育成の一層の推進を目的とし、盛岡地
区の市町村及び関係機関が連携して、「列車通学生のマナーアップ啓
発活動」を行いました。
　当町では、雫石駅舎内において７：45～８：15の約30分間、雫石高校
生９人・教諭４人、町職員２人の計15人が参加し、朝のあいさつとと
もに、列車の乗降口・席・通路、駅の改札・出入口での「ちょっと気
づかい　ゆずりあい」と書かれた啓発カード入りのポケットティシュ
を配布し、マナーアップを呼びかけました。
　特にも、参加した雫石高校生の皆さんが、電車通学の生徒や通勤で
電車を利用する方々へ積極的に呼びかけをし、活動を活気づけました。

　雫石町スポーツ推進委員は、町民の健康づくりと継続的なスポーツ実施を目的に様々な活動を実施しています。
　スポーツ推進委員の主な活動内容は、①定期的なスポーツ講座の開催、②各地区スポーツイベントでの運営補助、
③レクリエーション活動等への講師派遣、④町内スポーツイベントでの運営補助、⑤町内スポーツ行政の方向性検
討と多岐にわたります。
　今後は普及活動を中心に、スポーツ分野からの地域課題の解決も求められています。
　昨年度参加延べ人数152人と好評だったスポーツ講座、今
年度前期講座を下記のとおり開催します。ご家族、ご友人を
誘って、健康づくりを始めてみませんか？
≪前期スポーツ講座≫
【期　日】６月５日～７月31日の毎週水曜日・全９回
【時　間】19：00～20：30
【場　所】雫石町営体育館
【内　容】ソフトバレー、ユニホック、ドッヂビーほか
　　　　 （参加者希望に沿います。）
【講　師】雫石町スポーツ推進委員、健康運動指導士
【受講料】１コース（全９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（692-6413）までお申し込みくださ
い（受付時間：平日8：30～17:15）。当日の参加申し込み、
途中からの申し込みも可能です。

スポーツ実施率向上に向けて！～スポーツ推進委員の活動紹介紹介

フロアボール

スカットボール
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広報「教育しずくいし」６月号は　６月13日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　雨の中の鯉のぼり掲揚式でしたが、児童の皆さんは元気いっぱ
い！特に放流後は、ヤマメを探して、あちこちで「こっちにいる！」
と飛び交う声。私も昔は川に遊びに行って魚を探したなぁ…と元
気いっぱいだった（はずの）小学生時代を懐かしく思いました。（Ｎ）

　記録を見ると、鯉のぼり掲揚式の時に雫石川園地の桜が咲いて
いないのは４年連続。いつもならこの後一気に開花するところが、
今年はまだ寒いまま…この流れだと、雫石はゴールデンウィーク
明けでも花見ができるかな？（Yasu）

次回は橋場へき地保育所からの情報をお送りする予定です。

家庭・地域とともに学ぶ環境、ボランティア活動
西根小学校　副校長　加藤　宏　本校では、豊かな心を育成する活動の充実を図るた

め環境、ボランティア活動に力を入れています。様々
な活動の中から３つのことについて紹介します。
　まず、クリーン登校です。毎月１回、登校時に地区
ごとに集団で通学路のゴミを拾って登校します。上級
生が下級生の世話をしながら地域の環境美化に努めて
います。地区の縦割りグループの交流を図る機会にも
なっています。
　次に、環境保全学習です。４年生は、「地球温暖化
を防ごう隊」の活動に取り組みました。家庭の協力も
得て１週間、省エネルギー活動を実践し、エコについ
ての知識と理解を深めました。その成果を２月にア
イーナで行われた県の報告会で堂々と発表しました。
他の学年も意識してエコ活動に取り組んでいます。 　最後に、地域ぐるみの資源回収です。この活動は、西根

地区の出身で、現在タイの高僧である「アチャン・カベサ
コ師（柴橋光男氏）」が行っているタイの教育支援活動に
協賛し、年間３回地域ぐるみで行っているものです。かれ
これ20年近く続いていると聞いています。この資源回収の
益金は、「ダーナーの輪の会」を通し西根教育基金として
タイに送金されます。今年度の１回目を４月に行いました。
朝早くから、軽トラックに積んだ新聞・雑誌、ダンボール、
アルミ缶などが次々に運ばれ、子どもたちもほぼ全員が大
人に混じって、積み込み作業を手伝っていました。
　また、今年は、児童会が中心となって「思いやり活動」
の実践に取り組みます。みんなのためになる活動を積極的
に考え実践する「西根っ子」の姿が、あちらこちらで見ら
れそうです。

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№96　西根小学校　編～

【５月】
18日㈯ 雫石中学校体育祭
19日㈰ 第29回岩手山ろくファミリーマラソン
24日㈮ 教育委員会議
25日㈯  小学校運動会（雫石・七ツ森・御明神・

橋場・大村・南畑・安庭）
25日㈯～ 26日㈰　東日本ジョイフル・スローピッ

チ・ソフトボール大会
26日㈰ 小学校運動会（上長山・下長山）
　　　　御所地区春季グラウンド・ゴルフ大会

【６月】
２日㈰ 西根小運動会
 雫石地区行政区対抗野球大会
８日㈯～ ９日㈰　雫石町春季スポーツ少年団野球

大会
15日㈯～17日㈪　岩手地区中学校総合体育大会
19日㈬ 町内小学校陸上記録会
25日㈫ 教育委員会議

● ５～６月の主な行事予定 ●
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