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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　本のせかいへ　さあどうぞ （高橋　勇斗　雫石小 3年）

地域全体で雫石っ子の子育て環境を考えよう！
～地区子育て講演会に学ぶ

　７月は子育て講演会の月です。今年度も、４地区公民館を会場として、それぞれ特定のテーマについて最近の状況、
問題点や課題、そしてこれからできることを講師の先生方から学びました。

　昨年度より小・中・高校生の保護者の参加が増え、今までにないくらい多くの方が参加した会場もありました。大
変うれしいことです。来年度には、より多くの皆さんで雫石の子育てを考える場になることを願っています。

親子のコミュニケーション

子どもの発達と脳の関係は 食事で守ろう、子どもの心と体

現代子どもの本事情～子どもを本好きにするためには～

地地
特集

･･･６月26日（水）・雫石公民館

･･･７月１日（月）・御明神公民館 ･･･７月９日（火）・御所公民館

･･･７月３日（水）・西山公民館

　平井ふみ子さんは、「自己肯定感を高める子育てが
大切」と訴えました。

　高橋明さんは、「子どもの人間性や能力を伸ばすた
めに環境を整えることが必要」と話しました。

　渡辺ひとみさんは、「食べることは心も満たし、人
と人とをつなぐもの」として、「家庭での食育７か条」
を提案しました。

　藤澤陽子さんは、「本はおもしろいと思うことが大
切。好みに合わせて本を薦めることも一つの方法」と
強調しました。
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【問い合わせ】社会教育課（692-6413）

特集 ～発掘調査から分かる雫石の歴史
　雫石町内には合計210か所の遺跡があることが確認されていますが、発掘調査を行った結果、町の歴史を考えるう
えで重要な成果が得られた例がいくつかあります。
　今回は、その中から特に近年大きな成果が挙がっている「小日谷地 IB（いちびー）遺跡」を紹介します。

☆縄文時代のムラの跡　小日谷地 IB遺跡
　小日谷地IB遺跡は、雫石町小日谷地にあり、町中央浄水場付近を
中心とする縄文時代の遺跡で、近所の人々には昔から土器や石器が
出る場所として知られていたようです。
　遺跡の発掘調査は、平成11年度が最初で以後大きく分けて４回行
われ、今年度も継続して調査を行っています（９月末までの予定）。
　これまでの調査で、縄文時代の竪穴住居跡が30軒以上、土坑（ど
こう：食料を貯蔵したと考えられる穴や落とし穴などの総称）が
170基など、たくさんの生活痕跡が発見されています。また、重さ
約３トンにものぼる縄文土器、矢じりやナイフをはじめとする4,300
点余りの石器のほか、祈りやまじないに使ったかもしれない土製品
や石製品もたくさん出土しました。

　小日谷地IB遺跡は、およそ4,500～5,700年前（較正年代）に定住と移動を繰り返してきたムラの跡であることが分
かっていますが、昨年度～今年度の調査ではさらに古い時代（8,000年以上前？）の土器片も見つかっています。今
年度分と合わせ、来年度以降、町の歴史を考える機会として企画展の開催などを検討しています。
　どうぞご期待ください！

ここに注目！❶　「伏 （ふせがめ）」と呼ばれる土器が出土　～町内ではここだけ！
　「伏 」とは、土器の底に穴を開け、逆さまにして竪穴住居跡の床下に埋めたもので、
盛岡市付近を中心に出土が知られている土器です（繋遺跡出土のものが国重要文化財に指
定されています）。「子どものお墓」「胎盤を埋めた」「地鎮祭に使用」などの説があります
が、その目的はまだよく分かっていません。
　遺跡からは合計５つ見つかっていますが、右の写真のものはまったく壊れずに出土しま
した。側面全体に渦巻き模様を美しく描いているのが特徴です。ちなみに、土器の中から
見つかった炭化物の年代を分析したところ、およそ4,600～4,800年前という結果が得られ
ています（確率64％・較正年代（＊））。
＊較正年代とは…測定結果をもとに、より実際の数値に合うよう補正した年代のこと。

先史時代から明治初期までの町の歴史や文化を集成！

雫石町史通史編「甦る雫石郷の歴史」（A4版・262ページ）
　町民特別価格1,000円は８月31日まで！　この機会にぜひお求めください。
　＊特別購入券紛失の場合、購入券を再発行します。社会教育課まで直接お越しください。

ここに注目！❷　広範囲にわたる「おつきあい」の痕跡　～黒曜石（こくようせき）と琥珀（こはく）
　黒曜石とは、ガラスによく似て黒光りする石で、国内100か所
ほどの産地が知られています。その 1か所が実は雫石町内にあり、
雫石産と推測されるものが、なんと青森県の三内丸山遺跡からも
出土しています。
小日谷地IB遺跡からは、製品・剥片（製品を作る際に石を割った
残り）合わせて500点以上の黒曜石が見つかっていますが、その
中には男鹿（秋田県）・月山（山形県）産も含まれていました。
　また、久慈市周辺が産地として有名な琥珀も、わずかですが見
つかっています。遺跡に住んだ当時の人々は、意外に遠くの人々
とも交流していたらしいことが分かりました。

好評頒布中

小日谷地IB遺跡の位置

左：黒曜石の矢じりと剥片　右：琥珀の破片
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①小学校統合に向けた小学校区ごとの説明会について
委員 小学校適正配置（統合）に係る説明会を行うとし
ているが、具体的にはいつ頃の開催とするつもりか。
教委 教育委員会としての方針（たたき台）を決定し、
町長、議会などへの事前説明を行った上で、小学校区
ごとの説明会を10月から開催したいと考えておりま
す。対象は、役職などに関係なく
全町民とし、様々な意見を伺いな
がら教育委員会の最終的な方針を
決定できればと考えております。
必要があれば、同じ場所で、複数
回開催することも考えております。

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（６・７月）
―その１　議案編（７月）以下の案件が可決されました。―

１．平成26年度に使用する雫石町立小・中学校教科用図書の採択について
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

―その２　質疑応答編（６月）―

　このほかにも、雫石中学校セミナーハウスの利用状況、雫石中学校駐車場内庭園の活用方法、小・小連携交流会と
小学校統合との連携、小学校陸上記録会、中学校の校舎改修などについて話し合われました。

②小学校統合のスケジュールについて
委員 小学校を統合するとした場合、どのようなスケ
ジュールを想定しているか。
教委 小学校区ごとの説明会の進捗状況により変更もあ
りますが、現時点では、今年度は説明会の意見を集約
し、方針を決定したいと考えております。26年度は、
統合小学校ごとに統合準備委員会（仮称）を組織して、
校名、校歌などの変更の有無を検討していただき、ま
た施設改修などが必要となる場合は教育委員会で設計
委託を発注する予定です。27年度は改修工事などに着
手し、28年４月１日に統合したいと考えております。

ミニ特集
　今年度第１回の小・小連携交流会は、Ａグループ（雫
石、七ツ森、上長山、下長山、西根）を７月３日に雫石
小で、Ｂグループ（御明神、橋場、大村、南畑、安庭）
を７月４日に安庭小で開催し、来年中学校に入学予定の
６年生160人が２つに分かれて交流しました。
　今年度から半日開催とし、短い時間の中での活動にな
りましたが、先生方に授業展開をより一層工夫していた
だき、学びの中にも、児童同士が理解しあえる、コミュ
ニケーションの多いものとなり、大変充実した交流会に
なりました。
　町内小中学校では、どこの学校でも力を入れて取り組
む３つの項目、「あいさつする」「返事をする」「話を聞く」
を【雫石町授業スタンダード】と名付け、平成24年度か
ら取り組みをスタートしています。今回の交流会でも、
この授業スタンダードを意識した取り組みが見られ、児
童たちの明るいあいさつ、返事、そして話を聞こうとす
る良い姿勢が見られました。

　Ａグループの閉会式では、西根小学校の小松太校長先
生が「遠慮していると何も得られない。チャレンジする
ことが大切ですので、これからも勉強や友達作りなど、
一生懸命チャレンジしてください。」と励ましてくださ
いました。
　Ｂグループの南畑小の髙橋司校長先生からは、「交流
会前は緊張していたようですが、今はみなさんいい顔で
す。一人ひとりの責任、いい学校を作るというみなさん
の意識をこれからも大切にしていきましょう。『切磋琢
磨』で頑張っていきましょう。」とエールをいただきま
した。
　次回は、Ａグループ（雫石、御明神、橋場、南畑、安
庭）を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）を11月27日に七ツ森小で行います。
次回もたくさんの保護者の方々の参観をお待ちしており
ます。町の将来を担う、160人の子ども達の様子をどう
ぞご覧ください。

～第１回小・小連携交流会を開催！！
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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！（6/21～7/20受け入れ分　計164冊）

・わたしのママは魔女　さようなら、まほうの国!!
　　　　　　　　 ······························· 藤　真知子
・おとうさんもういっかい　たかいたかい
　　　　　　　　 ····················· はた　こうしろう
・イモムシ ···············································新開　孝
・謎の図鑑（ニューワイド学研の図鑑ｉ） ······· 学研
・たまごがいっぱい（新王さまえほん） ·· 寺村　輝夫
・にひきのかえる································· 新美　南吉
・猫のプシュケ ·············· Goose house/竹沢　汀
・ぼくはここにいる ············ ピーター・レイノルズ
・英語でも読める　スイミー ·············レオ・レオニ
・ゾウの森とポテトチップス ·············横塚　眞己人
・チャーシューの月 ····························· 村中　李衣

● ヤング・児童書 ●

〈８～９月の休館日ご案内〉
【８月】12日、19日、26日　【９月】2日、9日、16日、23日、30日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・東大式　タネなし手品　決定版
　　　　　　　　 ··················東京大学奇術愛好会
・小沢一郎　淋しき家族の肖像 ············ 松田　賢弥
・ルポ　産ませない社会 ······················ 小林　美希
・妻と飛んだ特攻兵　8.19、満州最後の特攻
　　　　　　　　 ······························· 豊田　正義
・入浴の事典 ······································· 阿岸　祐幸
・ときめくカエル図鑑 ·······················高山　ビッキ
・贈る・飾る花の切り紙12カ月 ·········大原　まゆみ
・歌え！多摩川高校合唱部 ··················· 本田　有明
・ る雫石郷の歴史 ·······················高橋　與右衛門
・『学軌』を読む ·······························高野　豊四郎
・啄木片影 ··········································· 吉田　孤羊
・トヨタ自動車75年史 ·······················トヨタ自動車
・戦略と支配階級········································林　広

・鯖猫長屋ふしぎ草子 ·························· 田牧　大和
・殺生伝　疾風の少年 ······························神永　学
・正義をふりかざす君へ ······················ 真保　裕一
・桜庭一樹短編集································· 桜庭　一樹
・ぬいぐるみ警部の帰還 ······················ 西澤　保彦
・図書室のキリギリス ······························竹内　真
・教場 ················································· 長岡　弘樹
・悪魔と私の微妙な関係 ······················ 平山　瑞穂
・月下上海 ········································山口　恵以子
・君のために今は回る ·························· 白河　三兎
・春の駒　鷺澤家の四季 ······················ 福田　栄一
・三途の川で落としもの ······················ 西條　奈加
・高校入試 ··········································· 湊　かなえ
・なごり歌 ··········································· 朱川　湊人

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

大船渡へ送る本を大募集中！
　町立図書館では、大船渡の読書ボランティア「お
はなしころりん」（代表江刺由紀子さん）を通じて、
市内応急仮設住宅団地にお住いの方々に本を送る活
動をしています。

【次の本・雑誌を集めています】
①裁縫関係（手芸、編み物、小物づくりなど）
②料理関係
③ガーデニング関係
④ 推理小説、歴史、時代劇小説、辞書、まんが、心
が休まる本など
※ 年配の方が多いため、字の大きい本が好ましいと
のことです。
　寄贈いただける本がありましたら、町立図書館へ
「大船渡へ送る」本としてお持ち下さい。皆様のご
協力をお願いいたします。

　絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネ
ルシアター、工作♪できた作品（工
作）は、その日の記念に持ち帰れま
す。毎月第３木曜日の10時30分から
中央公民館２Ｆの視聴覚室で開催
中！次回は９月19日（木）です。
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、９月５日
（木）10：30～11：00です。こちらもお待ちしておりまーす！

【日　時】８月24日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『コロちゃんのかいすいよく』
　　…エリック・ヒル／作（評論社）
・『あしたはうみ』
　　…梅田　俊作・佳子／作・絵（岩崎書店）
・『とうだいのひまわり』
　　…にいざか　かずお／作・絵（福音館書店）ほか
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/
☆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

“こだわり”クッキング
【日　時】９月15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】短時間で本格派 !手作りチャーシューほか
【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】８月15日（木）～９月６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。

歴史講座・ 雫石版  街道を行く
～秋田往来を行き交った人と物の歴史を訪ねて～

　雫石の歴史の基盤となった旧雫石街道。起点であ
る盛岡城下鍛冶丁道路元標から雫石・橋場御番所跡
まで、歴史の時空を超えてたどります。
　古の旅人たちは街道沿いに何を見て、何を思った
のか？数多の歴史スポットを、お弁当を持ってぐ
るっと巡ります。
【日　時】９月20日（金）８：30～16：00
　※悪天候時は９月24日（火）に変更します。
【場　所】盛岡市旧鍛冶町・盛岡城下道路元標～滝
沢村と雫石町の境・仁佐瀬橋と網張街道分岐～橋
場の宿・御番所跡　ほか
【対　象】町内在住または勤務の方・先着25人
【参加料】１人500円
【持ち物】昼食、飲み物、雨具など
【申し込み】８月15日（木）～９月３日（火）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35回御明神夏まつり
【期　日】８月16日（金）
・盆踊り大会　18：00～19：20
＊盆踊り大会に参加した方は、豪華景品が当たる大抽選会に参加できます。
　（景品には限りがあります）
・舟っこ流し　20：15～　・花火大会　20：25～
【場　所】御明神公民館駐車場（盆踊り大会）・御明神大橋河川敷（舟っこ流し、花火大会）
【問い合わせ】御明神公民館（692-3228）

中央公民館 1階ロビー
ふれあい広場展示のご案内

８月23日（金）まで好評開催中！

雫石油絵同好会作品展雫石油絵同好会作品展

　10月６日（日）野菊ホールで開催される町民音楽祭は、
ポスター・チラシの準備が完了し、チケット販売が始ま
りました。今回は、人気グループ「はーとぽーと音楽隊」
も復活参加、きっとにぎやかな音楽祭になることでしょ
う。
　少年少女合唱団の爽やかなコーラスから童謡の滴の温
かい歌声まで、世代を超えた音楽大好きの町内７団体が
集い、繰り広げられる楽しいひととき。そのメインとな
るステージは、昨年の音楽祭で大好評だった『歌声の広
場』です。出演者と観客が一体となって歌う懐かしい歌
の数々…。きっと心に残るものとなることでしょう。
　ご家族そろっておいでください。
◎第27回雫石町民音楽祭

「すばらしい明日へ ～秋の風にのせて～」
【日　時】10月６日（日）13：00～15：00
【場　所】中央公民館 野菊ホール
【入場料】前売り500円（当日700円）
　　　　（小学生以下　無料）
※中央公民館、各地区公民館で好評販売中！
【その他】託児所を準備します（無料）。

町民音楽祭のお知らせ
今年のメインは『歌声の広場』！告知
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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！

①雫石地区女子ソフトボール大会　～７月７日（日）
【優　勝】上町一・二　【準優勝】七ツ森・丸谷地　【第3位】駅前/林
②御明神地区混合バレーボール大会　～７月７日（日）
【優　勝】上和野　【準優勝】山津田　【第３位】中南/横欠
③西山地区壮年男子ソフトボール大会～７月７日（日）
【優　勝】八区　【準優勝】野中　【第3位】林崎/駒木野
④御所地区行政区対抗野球大会　～７月７日（日）
【優　勝】安庭　【準優勝】赤滝　【第３位】矢櫃・九十九沢・町場連合チーム/大村
⑤御明神地区グラウンドゴルフ大会　～７月21日（日）
〈団体の部〉【優　勝】千寿会　　【準優勝】南行政区　【第３位】高村チーム
〈個人の部〉【優　勝】谷地敏雄　【準優勝】高村利雄　【第３位】赤沢キヌ子
⑥御所地区壮年男子ソフトボール大会　～７月28日（日）
【優　勝】大村行政区　【準優勝】鴬宿行政区　【第３位】桝沢行政区／片子沢行政区

町内各種スポーツ大会結果（敬称略）

【共通男子200メートル】　　２位　簗場　丈　　23″63
【共通男子110Mハードル】　２位　鎌田直志　　15″88
【共通男子400メートル】　　３位　村崎拓斗　　53″34
【共通男子400Mリレー】　　３位　松原恭太、簗場丈、鎌田直志、村崎拓斗　45″71
【共通女子100Mハードル】　４位　徳田志織　　16″32
【３年男子100メートル】　　３位　簗場　丈　　11″92

　６月29日（土）～30日（日）にかけて開催された標記大会で、次の選手が上位に入賞し、見事東北大会の出場権を
獲得しました。東北大会での活躍を期待しています。（敬称略）

祝！東北大会出場　～全日本中学校通信陸上競技大会岩手大会で雫中生活躍！報告

　県内各地で７月20日（土）～22日（月）にかけて開催された県中学校総合体育大会において、水泳・自由形200 m
で上澤田宇宙さんが３位に入賞し、見事東北大会出場を決めました。
　また、陸上男子200 mでは簗場丈さんが見事１位に輝きました（簗場さんは別大会で東北大会出場が決定済み）。
そのほか、個人種目で多くの選手が日ごろの練習の成果を発揮し、上位まで進みました。３年生の皆さん、３年
間お疲れ様でした。応援をいただいた皆さん、熱い声援ありがとうございました。

－団体種目結果－
【バスケットボール】　（男子）ベスト８　対紫波一中　34―74　（女子）ベスト16　対白百合中　31―110
【バレーボール】　　　（男子）１回戦　対岩大付属中　０―２　（女子）ベスト８　対厨川中　０―２
【バドミントン】　　　（男子）１回戦　対赤崎中　１―２
【軟式野球】　１回戦　対見前中　４―５
【卓球】　（男子）ベスト16　対乙部中　０―３　（女子）ベスト16　対水沢南中　０―３
【陸上】　（男子）総合　４位　27点

－個人種目結果（ベスト８以上）－（敬称略）
【水泳】　（男子）自由形50ｍ　 ８位　鎌田海斗　　自由形100ｍ　６位　上澤田宇宙　８位　鎌田海斗
　　　　　　　 自由形200ｍ　３位　上澤田宇宙　
　　　　　　　 400ｍリレー　８位　鎌田、上澤田、清水端、岩動
【陸上】（＊東北大会の出場権は別に決定済）
　（男子）共通200ｍ　　１位　簗場　丈
　　　　 共通400ｍ　　４位　村崎拓斗　　共通3000ｍ　６位　柿木郁人
　　 　　共通110ｍＨ　４位　鎌田直志
　　　　 共通４×100ｍリレー　３位　鎌田、村崎、川﨑、簗場
　（女子）２･３年100ｍＨ　３位　徳田志織　　１年1500ｍ　　　３位　中村　綾

水泳競技で東北大会出場決定！　～県中学校総合体育大会

※東北大会出場

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！

県民体育大会アーチェリー競技が雫石町で開催！市町村対抗で見事準優勝！報告

　７月６日（土）、町内七ツ森の生息地などを会場として、
7年ぶりに町の天然記念物「チョウセンアカシジミ」の
観察会を開催しました。
　最初に、町役場で教育委員会が発行しているリーフ
レットをもとにチョウの珍しい生態について学習を行
い、その後生息地に向かいました。
　あいにくの雨模様ということもあり、チョウは葉や幹
にとまって時折舞う程度でしたが、間近でチョウを見る
ことができ、またトネリコの幹に産み付けられた卵も確
認することができて、充実した観察会となりました。
　町民みんなで貴重なチョウを守っていきましょう。

　７月７日（日）、町総合運動公園陸上競技場を会場に県
内12市町村から45人、町からは６人の選手が参加し、第
65回県民体育大会アーチェリー競技ターゲット部門が開
催されました。
　今大会は、規定時間内に50ｍ及び30ｍの各距離にある
的を目がけ、各36射の矢を射て、当たった矢の合計点数
を競うルールで行われました。
　アーチェリーは性別や年齢等を問わず行うことのでき
るスポーツとして近年人気を博しており、昨年開催され
たロンドンオリンピックでは日本人選手が個人・団体の
両部門に入賞するなど、社会的にも注目を集めている種
目の１つです。
　３年後の開催となる「第71回国民体育大会（2016希望
郷岩手国体）」「第16回全国障害者スポーツ大会」では、
雫石町がアーチェリー競技の会場地となっています。ぜ
ひとも岩手県選手団の活躍をご観戦ください。

≪町上位入賞選手並びに市町村対抗の結果≫
（リカーブ）成年女子の部　 【1位】　中村美冬さん
　　　　　　　　　　　　　【２位】　田中奈々さん
（コンパウンド）30ｍダブル【２位】　田村　勝さん
（市町村対抗）　　　　　　　【２位】　雫石町

貴重なチョウの生態を学習！
チョウセンアカシジミ観察会を開催

優勝した女子チームのメンバー

県民体育大会ソフトテニス競技
町村対抗の部で雫石町女子が見事優勝！町村対
報告

　６月30日（日）、一関市運動公園テニスコートで県民体
育大会ソフトテニス競技地区対抗が開催され、B地区（町
村）対抗女子の部で雫石町が金ケ崎町との決勝戦を２―
０で制し、見事５回目の優勝を果たしました。
　雫石町女子チームは、平成23年に優勝、24年は準優勝
と、近年継続して高い成績を収めています。来年の活躍
も大いに期待されます。

チ ウ
報告
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広報「教育しずくいし」９月号は　９月12日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　少年交流事業のため、町内の小学５・６年生36人と静岡県富士
市を訪問してきました。今年の目玉は、なんと言っても世界文化
遺産になったばかりの富士山登山！毎回と言っていいほど降る雨
も今年は降らず、絶好のコンディションでした。詳しくは次号表
紙で！（Ｎ）

　７月29日には町内に転入してきた先生方、８月１日には少年少
女歴史教室の児童生徒＋指導者に、小日谷地 IB 遺跡の調査現場
で遺跡のようすを説明しました。説明するごとに、遺跡がもつ価
値の高さを改めて感じます。９月に現地説明会開催予定！縄文時
代の暮らしぶりに思いをはせてみませんか？（Yasu）

次回は七ツ森小学校からの情報をお送りする予定です。

～一つひとつの行事が成長の糧～
雫石町立雫石中学校　副校長　菅原　浩樹　本校に赴任して早４ヶ月が過ぎました。その間様々な

行事がありましたが、日常の生活指導、PTA事業、各
種行事の一つひとつが生徒にとって大きな成長の糧に
なっていることを強く感じました。そのいくつかを紹介
したいと思います。
『全校朝会・学年朝会』
　整列から進行まで生徒の手で行われています。「整列」、
「私語なしの入退場」、「話をする人を見て聴く」など生
活の基盤となる行動がこの集会で創られている様に感じ
ます。
『PTA地区懇談会』
　５つの地区で学校との懇談会を設定していただいてお
ります。どの地区も多くの保護者の方々にご参加いただ
き、学校と保護者が同一歩調で進むための貴重な機会と
なっています。
『国道清掃』
　昭和53年から行われている伝統の清掃活動です。今年
は「道路」「校舎」に別れて活動しました。汚れたゴミ
を嫌がることもなく自ら拾い、床磨きをする姿は、人の
ために働ける雫中生の本質を見た思いでした。

『体育祭』
　３年生が中心となり、５つの組団を結成し、「時間を
守る」「整理整頓をきちんと行う」等ルールを守りなが
ら、どの組団も熱心に取り組みました。雫中生の熱気と
パワーが感じられたすばらしい行事でした。
『地区中総体・野球応援』
　団体８種目の県大会出場を果たし、新たな伝統を創り
だしたことも大きな成果ですが、２年目となる野球全校
応援では自校のよさを発揮しつつ他校の良さを学びとる
貴重な機会になりました。
『PTA奉仕活動』
　早朝にも関わらず保護者・生徒合わせて524人の参加
をいただき奉仕活動が行われました。親子が一緒になっ
て活動する姿は本当に微笑ましく、このような関係が築
かれているからこそ今の雫石中があることを強く感じま
した。
　PTA事業を含めひとつひとつの行事が生徒にとって
大きな成長の糧になっており、感謝とともにその意義を
再認識する毎日です。

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№99　雫石中学校　編～

【８月】
14日㈬ 雫石町長杯野球大会
18日㈰ 西山地区混合バレーボール大会
20日㈫ 小学校始業式（下長山・橋場・南畑・安庭）
21日㈬  小学校始業式（雫石・七ツ森・上長山・西

根・御明神・大村）・雫石中学校始業式
22日㈭  第13回よしゃれの里雫石グラウンド・ゴ

ルフ交流大会
24日㈯  第42回岩手県スポーツ少年団ソフトボー

ル大会（25日まで）

25日㈰ 御明神地区親善ゴルフ大会
　　　　御所地区町民運動会
26日㈪ 教育委員会議　　　　
31日㈯  第31回岩手県還暦軟式野球大会
　　　　（９月２日まで）
【９月】
７日㈯ 雫石町ＯＢ野球大会
 第42回雫石町民相撲大会
８日㈰ 雫石地区町民運動会
14日㈯ 岩手地区中学校新人体育大会（15日まで）

● ８～９月上旬の主な行事予定 ●

全校朝礼

国道清掃

PTA奉仕活動
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