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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

たのしいな　本はわたしの　たからばこ （細川　花凛　七ツ森小 2年）

上町さんさ太鼓伝承会のみなさんが
ランナーを応援してくれました！

男子中学生の部、雫中生が上位独占！
１位　柿木　郁人さん（中央）
２位　菊池　柚真さん（左） 選手宣誓　浦田さん家族

特集

　暑すぎず、寒すぎず、風も弱く、まさに絶好のマラソン日和と
なった、５月19日（日）、第29回岩手山ろくファミリーマラソンを
開催しました。
　県内トップ開催のマラソン大会として定着し、今年は過去最高
となる1,936人の参加申し込みがあり、町内からも170人が参加し、
残雪が残る岩手山や菜の花畑を望むコースを走り抜けました。

絶好のマラソン日和！過去最高のエントリーを記録
～第29回岩手山ろくファミリーマラソン～

【10 km男子29歳以下】
　４位　　遠藤　宏弥
【４km男子中学生】
　１位　　柿木　郁人　　
　２位　　菊池　柚真
　５位　　桐山　大輝
【４km小学高学年男子】
　４位　　横欠　秀斗

【４km女子中学生】
　２位　　村上　優空　
　５位　　櫻田　咲也花
　６位　　白藤　華季
【４km小学高学年女子】
　２位　　桐山　はる菜
　３位　　杉田　侑愛
　４位　　長坂　桜花
　５位　　小田　綺花

【３km小学低学年男子】
　２位　　菊池　昴空
　４位　　植野　叶泰
　５位　　大坊　陽彩人
【３km小学低学年女子】
　５位　　長坂　柊花
　６位　　細川　美優

～第29回岩手山ろくファミリーマラソン上位入賞者一覧（町内）　敬称略～
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特集 ～いよいよ４年次、
子育ち環境の改善を目指して
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【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692-6413）

　雫石町の教育振興運動は第１次推進計画（４年間）の４年次を迎えます。
　昨年度は、町内小学校全ての実践区で５者による推進会議を開催し、共通の目標に向かっ
て力強い運動を展開することができました。また、中学・高校の実践区の活動も挨拶運動、
読書活動の推進など課題を踏まえた地域ぐるみの価値ある活動となっています。今年度も５
月の総会で決定された重点を受けて、子育ち環境の改善などを目指して取り組んでいくこと
になります。

どなたでも参加できますので、それぞれの会場に足を運んでいただき、頑張っている皆さんにご声援をお願いします。

第４年次（平成25年度）の目標は… 「地域ぐるみでの実践活動の推進」

◯　５者の話し合いの重視（子育ち環境浄化の取り組み）　
　　　　　　　（５者とは、子ども・親・学校・地域・行政）
◯　教育振興運動リーダーの養成（各種研修会への積極的参加）
◯　重点課題への取り組み（子育ち環境浄化に向けた取り組み）
◯　４地区での子育て講演会の開催（保護者・地区民が一堂に会して）
◯　雫石町教育振興運動実践交流会の開催（３実践区の報告と１活動発表）

今年度の中心となる３つの取り組み ＊写真は昨年度の様子です。

①子育て講演会・・・６月末～７月上旬に各地区公民館にて開催
　子どもを取り巻く現状と課題をとらえ､ 子育てに耳寄りな情報の提供
と共に子育てとは何かを皆で考えてみる場です。４会場にて次のテーマ
で開催します。
　○６月26日（水）「親子のコミュニケーション」（雫石公民館）
　○７月１日（月）「子どもの発達と脳の関係は」（御明神公民館）
　○７月３日（水） 「現代子どもの本事情～こどもを本好きにするためには～」

（西山公民館）
　○７月９日（火）「食事で守ろう、子どもの心と体」（御所公民館）

②第７回雫石町親子読書のつどい・・・10月５日（土）に中央公民館で開催
　読み聞かせボランティア団体､中学・高校の図書委員会による読み聞かせ、ジュ
ニアリーダーによる読書クイズ、語りっこの会による昔語り・寸劇などのほかに、
幼児から大人まで楽しめて、読書がますます楽しくなる新しい企画も用意予定し
ています。

③雫石町教育振興運動実践交流会・・・12月７日（土）に野菊ホールで開催
　今年度の各地区実践の成果を交流し合う大会です。
町民の皆さんが一堂に会して子どもの健やかな成長を
考え、確かめ合う機会です。
　今年度は、大村小実践区､ 下長山小実践区、雫石中
実践区による取り組みの報告と、さらに大村小実践区
からは活動発表も予定しています。

土）に野菊ホールでホ土）に野菊ホールで野菊ホール野菊ホ でで開催開催
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「しずくいし図書隊」養成講座　受講生を募集します！
　町立図書館では、学校図書館の支援などを行うボランティア「しずくいし図書隊」の養成を目的に、下
記の講座を行います。（全２回）
　終了後は、学校図書館の整備・修繕などのボランティアとして活躍の場が広がります。
　手先が器用な方、お掃除の好きな方、力持ちの方大歓迎。図書館の裏方にご興味のある方はどなたでも
参加できます。（ボランティアとして活動するかは実際に講座を受けてから考えても構いません。）

【第１回】
　「本の修繕講座」
あなたも本のお医者さんになりませんか？
講　師）　町立図書館・図書修理担当スタッフ
日　時）　７月17日（水）13：30～16：30
場　所）　中央公民館・視聴覚室

【第２回】
読書力アップ！「学校図書館のつくり方」
子どもたちが喜んで集まり、本を手にする学校図書
館のつくり方講座です。
講　師）うすゆきそう文庫
　　　　（澤口杜志さん、名古屋理恵さん）
日　時）７月29日（月）13：30～16：30
場　所）御明神小学校・図書室

【持ちもの】筆記用具、エプロン、タオルハンカチ
【定　員】先着40人
【受講料】無料
【申し込み】６月20日（木）～７月10日（水）までに町立図書館へお申し込みください。
【お問合せ先】町立図書館（692‒5959）

≪小学校適正配置（西山地区の３小学校）について≫
教委 西山地区の３小学校を視察した結果、それぞれの小学校の感じた
点について、お話しいただきたい。
委員 建築されたのが一番古い西根小は、３校の中では西山地区の中心
に建っており、プールも大きいが、やはり校舎が他の２校と比較して
全体的に古い印象を受けた。上長山小は、駐車スペースが広く、校舎
も明るく最も新しい印象を受けたが、職員室から校庭が見えないこと、
岩手山が噴火した場合、土石流が想定される区域内に立地しているこ
となどは、問題点としてあげられる。下長山小は、建築されたのが一
番新しく、職員室から校庭が見渡せるなどの利点はあげられるが、校
舎内及び校地のスペースが狭い印象で、統合する場合の改修費用が最
も必要になる印象を受けた。

　　また、それぞれの小学校の放課後児童クラブを比較すると、上長山
小、西根小は校舎内の教室を使用しており、下長山小はプレハブを利
用している。人数が増えることを考慮すると、プレハブを増設すれば
対応できる下長山小が有利と考える。
委員長 現時点では、場所なども考慮すると下長山小が有利ではないか
との意見ですが、改修費用が最も必要になるとの意見もありますし、
今後も引き続き、様々な情報を基に検討を進めましょう。

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（４・５月）
―その１　議案編（５月）以下の案件が可決されました。―

１．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
―その２　質疑応答編（４月）―

　このほかにも、ファミリーマラソンの運営や小・中学校入学式の状況などについて話し合われました。

学校図書館で活躍してみませんか？募集
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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！（4/21～5/20受け入れ分　計150冊）

・ディアスと月の誓約 ·························· 乾石　智子
・ためらいがちのシーズン ·······················唯川　恵
・明日になったら　一年四組の窓から
　　　　　　　　···························あさの　あつこ
・この羽だれの羽？ ··················· おおたぐろ　まり
・ファッションのひみつ ································ 学研
・衛星多チャンネル放送と衛星通信のひみつ ··· 学研
・大研究お香のすべて ·························· 工藤　ケン
・ぼくはたまごにいちゃん ········· あきやま　ただし
・シバ犬のチャイ···························あおき　ひろえ
・はだかのサイ ·······················ミヒャエル・エンデ
・森の戦士ボノロン　友だちになれるかなの巻
　　　　　　　　····················きたはら　せいぼう
・からすのやおやさん ·······················かこ　さとし
・からすのおかしやさん ···················かこ　さとし
・だいすきだっこ······················· ニック・ブランド
・はんぶんこ ········································ TERUKO

● ヤング・児童書 ●

〈６～７月の休館日ご案内〉
【６月】17日、24日
【７月】1日、8日、15日、22日、29日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・みぞれふる空 ···································· 米本　浩二
・ハゲに悩む ···········································森　正人
・遠野物語remix ··············柳田　國男/京極　夏彦
・命の往復書簡2011～2013
　　　　　　　　··········· 千住　真理子/千住　文子
・池上彰のニュースから未来が見える ······池上　彰
・労働法のキモはすべて『桃太郎』が教えてくれる
　　　　　　　　································· 佐藤　広一
・ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと
　　　　　　　　·····································鎌田　洋
・昔話は残酷か ········································野村　泫
・絵本の心理学 ·································佐々木　宏子
・語り　豊穣の世界へ ···········片岡　輝/桜井　美紀
・お年よりと絵本でちょっといい時間··· 山花　郁子
・読書ボランティア－活動ガイド－ ····· 広瀬　恒子
・嫌われ女子50 ···································· 犬山　紙子

・鬼風 ·····················································鳥羽　亮
・陽炎の門 ···············································葉室　麟
・夢幻花 ·············································· 東野　圭吾
・フロム・ミー・トゥー・ユー ············ 小路　幸也
・白い咆哮　銀狼挽歌 ······························長澤　幹
・昨夜のカレー、明日のパン ····················木皿　泉
・花鳥の夢 ··········································· 山本　兼一
・ミリオンセラーガール ··························里見　蘭
・93番目のキミ ···································· 山田　悠介
・キアズマ ··········································· 近藤　史恵
・スカル・ブレーカ ·································森　博嗣
・多助の女 ···············································村木　嵐
・シャーロック・ホームズ絹の家
　　　　　　　　··········アンソニー・ホロヴィッツ
・白雀の絹雲 ······································· 白木　沙波
・東京ホタル ····································中村　航ほか

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

『環境展』を開催しています！
　６月５日は「環境の日」です。図書館では、６
月の環境月間にちなんで、６月１日から１か月間、
環境の本を展示しています。
　この機会に環境について知識を深めてみてはい
かがでしょうか。

お願い『お知らせください』
　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。

【日　時】６月20日（木） 10：30～11：30
【会　場】中央公民館　視聴覚室
【プログラム】
・えほん…『おふろでちゃぷちゃぷ、ひよこ』 
・かみしばい…『ひよこのぴぴい』
・ペープサート…『ノンタンもぐもぐもぐ』
・こうさく…『てるてるぼうずをつくろう』
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！
　次回の健康センターつどいの広場おはなし会は、７月５日（金）
10：30～11：00です。こちらもお待ちしておりまーす！

【日　時】６月22日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『ヘビくん　どうなったとおもう？』

…みやにし　たつや　
・『すっとんだ　ちょうべい』…ひがしお　あやこ
・『えんとつにのぼった　ふうちゃん』…宮本　忠夫
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、図書館ホームページでも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

平成25年度雫石町ジュニア・アスレティック教室
［３期・４期］

【日　時】
［３期］７月２日～９月10日
　（毎週火曜・全10回）
　16：30～18：00
　（ただし８月13日は除く）
［４期］７月４日～９月12日
（毎週木曜・全10回）
16：30～18：00（ただし８月15日は除く）

【場　所】町営体育館
【内　容】バランスボール・マット運動などいろい
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・バスケットなど）

【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内在住の小学生
【定　員】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】６月20日（木）～27日（木）までに町営体
育館へ電話でお申し込みください。

平成25年度雫石町民筋力アップ＆体力向上教室
［３期・４期］

【日　時】
［３期：午前の部］
７月２日～９月10日
（毎週火曜・全10回）
10：00～11：30
（ただし８月13日は除く）

［４期：午前の部］
７月４日～９月12日（毎週木曜・全10回）
10：00～11：30（ただし８月15日は除く）

［４期：夜間の部］
７月４日～９月12日（毎週木曜・全10回）
19：00～20：30（ただし８月15日は除く）

【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・定員】町内在住の方・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】６月20日（木）～27日（木）までに町営体
育館へ電話でお申し込みください。

“こだわり”クッキング
【日　時】７月21日（日）10：00～13：00
【場　所】中央公民館・調理実習室及び幼児室
【献　立】ニョッキニョッキ…ニョッキ作り 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20日（木）～７月12日（金）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。

第１回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）
～御所野遺跡を訪ねて～　世界遺産をめざす遺跡群
【日　時】６月25日（火）
　８：15町役場前集合・出発
【見学場所】一戸町方面
・御所野遺跡＆博物館　・小繋山＆長楽寺
・藤島のフジ（国指定天然記念物）
・旧朴館家住宅（県指定有形文化財）　 　　　など
＊天候や交通事情により、変更の場合があります。
【参加料】2,000円（入館料・保険料・昼食代等）
【定　員】先着25人
【申し込み】社会教育課へ６月21日（金）までにお申
し込みください。

太極拳教室　スタートしました！
　御所公民館と御明神公民館で毎月２回ずつ開催し
ます。楽しく太極拳の基本的な形を習得しましょう。
【日　時】各回13：30～15：00
≪御所公民館≫６月～３月の毎月第１・第３月曜
　＊次回は、６月17日（月）開催です。
≪御明神公民館≫６月～３月の毎月第２・第４金曜
　＊次回は、６月21日（金）開催です。
【講　師】 日本武術太極拳連盟公認太極拳Ｂ級指導員

浅沼　和子さん
【対　象】どなたでも（初心者・高齢者大歓迎）
【定　員】各回10人
【受講料】無料
【持ち物】ジャージ等の動きやすい服装、タオル、
　　　 　飲み物、中ズック
【申し込み】受講場所として希望される公民館に、
直接お申し込みください。随時受け付けます。（受
付時間／平日９：00～17：00）
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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！

西山公民館　パソコン教室～初級編～
　パソコンの使い方（基礎）を学び、日本語入力の仕方から簡単な文書や家計簿の作成、インターネット
体験などを行います。

チョウセンアカシジミ観察会
町指定天然記念物の蝶について学び、実際に舞う姿を観察してみませんか。

【日　時】７月６日（土）10：00～12：00
　　　　 10：00　雫石町役場集合
　　　　 10：00～10：30　事前学習（庁舎内での講座）
　　　　 10：30～12：00　野外観察（町内のチョウセンアカシジミ生息地）
【講　師】社会教育課職員またはチョウセンアカシジミの会会員
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【持ち物等】動きやすい服装で、筆記用具など
【申し込み】社会教育課（692-6413）に、７月３日（水）までにお申し込みください（受付：平日8：30～17：15）。

【開催日】７月２、９、16、23、30日の毎週火曜
　　　　（全５回）

【時　間】
①午前コース　10：00～12：00
②午後コース　14：00～16：00
③夜間コース　19：00～21：00
【場　所】西山公民館　パソコン体験実習室
【講　師】NPOしずくいし・いきいき暮らしネッ
トワークのみなさん

【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・先着10人
【申し込み】６月20日（木）～６月27日（木）までに西
山公民館へお申し込みください。
　（受付時間／平日９：00～17：00）
【持ち物】筆記用具
【その他】参加者が極少数の場合はコースの開催を
見送ることがあります。また、講師の都合により
日程を調整することがあります。

自然体バレー塾in雫石
楽しく、上達するバレーボール教室。笑顔いっぱい！
【日　時】
　６月29日（土）受付８：30～
　　　　　　 　９：00～11：00

　　　　　　教育・スポーツにかかわる講義
　　　　 　　　11：00～15：30　実技
　６月30日（日）受付８：30～
　　　　　　　 ９：00～15：30実技
【会　場】町営体育館
【講　師】草野健次さん（日本バレーボール協会公
認講師、元松下電池工業監督）

【対　象】どなたでもご参加できます。
　　　　講義だけの参加も大歓迎です。

【参加費】無料
【その他】この事業は、雫石町ふるさと文化振興基
金活用事業により行われます。また、指導者講習
会も兼ねております。

【問い合わせ】実行委員会事務局　上路克彦さん
（090-2794-0549）※当日の参加も受付けますが、
準備の都合がありますので、できるだけ事前にお
申し込みください。

ヨーガ・セラピー雫石教室　開講のお知らせ
　体調不良・更年期・うつ・心身疲労感・腰痛・肩こ
り・頭痛・ストレスによる心身の不調を改善させま
しょう。
【日　時】毎週金曜日・10：00～12：00
【場　所】雫石公民館
【講　師】日本ヨーガ療法学会会員・仁佐瀬一子さん
【受講料】月3,000円
【対　象】どなたでもご参加できます。
【持ち物等】ヨーガ・マットまたはバスタオル
【その他】動きやすいジャージ等でお越しください。
【申し込み】随時受付中。090-7799-6894（認定ヨー
ガ療法士・仁佐瀬一子さん）へ事前にお申し込み
ください。
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「飛翼～とき放て４つの熱き魂～」 雫石中学校体育祭 ～５月18日（土）

熱戦に期待！！
雫石町早起き野球大会開幕！

ソフトボール東日本大会で
「雫石よしゃれ」チーム優勝！！

報告

報告 報告
　５月３日（金）、昨年度より２チーム減ったものの、
町内13チーム、２ブロックにより開幕しました。あ
いにくの肌寒い小雨の中でしたが、開幕戦を行うこ
とができました。
　開会式では、昨年度優勝
のリラックスチームより優
勝旗返還を行い、大村スピ
リッツチームの高橋誠司選
手が力強く選手宣誓を行
い、各チーム県大会出場を
目指し今シーズンの健闘を
誓いました。

　「飛翼～とき放て４つの熱き魂～」をスローガンに
21回目の雫石中学校体育祭が盛大に開催されました。
　当日は、快晴の天気で、黄、紅、青、紫、４つの組
団の生徒が正々堂々と競技に取り組みました。
　今年度の総合優勝は「紫組団」、競技賞と応援賞が
１位、ベストモラル賞が２位で、特に印象に残ったの
が男子騎馬戦での圧倒的な勝利でした。総合２位は「紅
組団」、マスコット賞が１位、応援賞が２位でした。
総合３位は「青組団」、競技賞とマスコット賞が２位
でした。総合４位は、ベストモラル賞１位になった「黄
組団」でした。どの組団も団結して最後まで競技に取
り組み、まさに「４つの熱き魂」がと

・ ・ ・ ・ ・ ・
き放たれた素晴

らしい体育祭でした。

　今年度の体育祭は、生徒主導で行った部分が多い体
育祭ということで、準備も大変だったとは思いますが、
生徒の皆さんにとって貴重な体験になり、今後の学習
及び部活動などに必ず活きてくるはずです。
　保護者及び地域の方々、最後の最後まで温かいご声
援ありがとうございました。

　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～ 26日の２日間、町営鶯宿運
動場を会場に開催されました。
　男子・女子・混成の部に20チームが参加し、熱戦が
繰り広げられました。
　雫石町からは男子の部・混成の部に出場し、混成の
部で「雫石よしゃれ」チームが見事優勝しました。
　男子２部では「雫石ソフターズ」チームが惜しくも
準優勝でした。

優勝した「雫石よしゃれ」チーム

選手宣誓 高橋誠司選手

開会式の様子
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広報「教育しずくいし」７月号は　７月11日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　資料館の体験教室で、大豆と塩だけで作った昔ながらの味噌の
食事会を行いました。大豆と塩が５対１と２対１の２種類あり、私の
味覚だと、そのままだと後者が、味噌汁は前者がより美味しく感じ
ました。今秋も味噌作り体験開催予定！告知をお楽しみに。（Ｎ）

　今年度も、小日谷地の中央浄水場敷地内で、発掘調査を始めま
した。去年、完全な形の「伏 （ふせがめ）」が見つかりましたが、
タイミングよく盛岡市の遺跡の学び館で今度伏 展が開催されると
のこと。伏 の謎をどう解明しているのか？楽しみです。（Yasu）

次回は上長山小学校からの情報をお送りする予定です。

～ちっちゃな保育所で～ 雫石町立橋場へき地保育所　主査　細川　浩子
　橋場へき地保育所は現在２歳児から４歳児の合計８
人の元気な「橋場っ子」が在籍しています。隣には橋
場小学校があり、交通安全教室や歯科検診、運動会、
学習発表会と盛んに交流をしています。また、小学生
の施設開放事業として長期休業や下校後に保育所に来
てくれるので、子どもたちも大きい子から刺激をうけ
遊びが広がります。へき地保育所同志でも交流を持ち、
大村へき地保育所とは春、秋の遠足にはお互いの園を
行き来し、また親子遠足は一緒に行くなど親睦を図り
交流を深めています。

　橋場保育所ならではの取り組みとして、子どもの誕生
会にあわせて保護者の方に来ていただき、絵本の読み聞
かせをお願いしています。どの子も絵本が大好きで、と
ても真剣に耳を傾けじっと見入っています。誕生日の子
も「僕のお母さんの絵本楽しかったね。」と目をキラキ
ラさせて得意げに話したり、「次は私のママだよね。」と
楽しみにしている子もいます。
　少人数で異年齢での保育ですが、色々な経験や行事を
通し、大きい子は小さい子をいたわり、小さい子は大き
い子を敬い、「生きる」力を身につけるために一人ひと
りに手をかけ、目をかけて成長を見守るお手伝いが出来
ればと思っています。

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№97　橋場へき地保育所　編～

【６月】
15日㈯～17日㈪　岩手地区中学校総合体育大会
16日㈰ 御明神地区行政区対抗野球大会
 西山地区行政区対抗野球大会
19日㈬ 第47回雫石町小学校陸上記録会
23日㈰ 第48回雫石地区男子ソフトボール大会
25日㈫ 教育委員会議

【７月】
３日㈬～４日㈭　小・小連携交流会
７日㈰ 岩手県民体育大会（アーチェリー競技）
 第42回雫石地区女子ソフトボール大会
 第51回御所地区行政区対抗野球大会
 御明神地区混合バレーボール大会
 西山地区壮年男子ソフトボール大会
20日㈯～22日㈪　岩手県中学校総合体育大会
24日㈬ 下長山小学校終業式
25日㈭ 教育委員会議
　　  小学校終業式（雫石・七ツ森・西根・御

明神・橋場・大村・南畑・安庭）
26日㈮ 上長山小学校・雫石中学校終業式
26日㈮～29日㈪　富士市・雫石町少年交流事業

● ６～７月の主な行事予定 ●

保護者の方による
読み聞かせ

交通安全教室
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