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110年目の夏！富士市・雫石町少年交流事業 〜７月26日（金）〜29日（月）

42年前の昭和46年７月30日。雫石町上空で全日空機と自衛隊機が衝突し、一瞬にして162人の尊い命が奪われると
いう悲惨な事故がおきました。当時国内最大の航空機事故といわれたこの事故の犠牲者のうち、125人が静岡県富士
市の方々だったことから、33回忌を機にその教訓を後世に伝えるために両市町の少年交流事業が始まりました。
記念すべき10回目の少年交流事業では、雫石町児童36人が富士市を訪問し、地引網体験、缶バッチ作り、富士登山、
富士市の皆さんと協力して作り上げた交流発表会を通して、絆を深めました。

世界文化遺産・富士山 宝永火口にて
みんな元気いっぱい！

初めての地引網体験 「せーの！」

交流発表会

地引網を再現

友情の証

缶バッチ作り体験

富士市の郷土料理をいただきました

班のみんなで一緒に登りました

さんさ踊りと富士サンバで交流

８月９日の豪雨により、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
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特集 〜潤いある人生を！文化芸術振興への取り組み
文化芸術は人々に生きる喜びを与え、潤いのある人生を送るうえで大きな力になるもので、生涯を通じて学び、楽
しむことができます。そして文化芸術の振興への取り組みは教育委員会の重要な施策の一つです。
今回は、その中から８月に実施した東京芸術大学合宿招聘事業を紹介します。

東京芸術大学合宿招聘事業「ふれあいコンサート in 雫石」
≪ふれあいコンサートが始まったきっかけは？≫
東京芸術大学の職員が小岩井農牧㈱とパイプを持っていたことがこの事業の始まりです。ある時、同大音楽学部の
夏季合宿を雫石町や小岩井農場で実施したいという希望が小岩井農牧㈱を通じて雫石町にもたらされました。そして
町でも文化芸術の振興のため積極的に取り組みたいと話が進み、平成18年８月に同大音楽学部の合宿と合宿期間中の
音楽祭開催が実現しました。
平成18・19年度は器楽科（打楽器）
、20・21年度は声楽科、22・23年度は器楽科（弦楽）、24年度は、器楽科（クラ
リネット）の教員・学生が来町し合宿を行いました。

【平成18・19年度

器楽科（打楽器）】

【平成20・21年度

声楽科】

【平成22・23年度

器楽科（弦楽）
】

≪町内音楽団体とのワークショップ＆誰もが音楽に親しめるコンサート ＝ ふれあいコンサートin雫石≫
町内の児童・生徒や音楽活動団体の演奏技術向上を図るためのワークショップと誰もが音楽に親しむためのコン
サートを毎年開催しており、
ワークショップを経てコンサートに至る一連の催しを一つの音楽祭と位置付けています。
芸大生は自己研鑚のため、合間を見て練習に励んでいます。
８年目の今年は、器楽科（クラリネット）の山本正治教授、十亀正司講師、クラリネット専攻の学生を中心に、他
の木管・金管楽器の学生も参加して８月８日から12日まで合宿を行いました。

【ワークショップ（公開リハーサル）
】〜８月９日（金）
コンサートで芸大生と共演する雫石中学校吹奏楽部とのリ
ハーサルを兼ねて実施しました。全体合奏のほか、パートごと
に分かれて芸大の教員や学生から直接の指導を受けました。経
験したことの無い大雨に見舞われ生徒たちは大変でしたが、雨
にも負けず、芸大生と共に美しい響きを作り上げました。

【コンサート】〜８月10日（土）〜11日（日）
10日には小岩井農場まきば園でミニコンサート、11日には
野菊ホールでメインコンサートを開催しました。芸大生によ
る一流の演奏が披露されたほか、メインコンサートでは雫中
吹奏楽部やしずくいし混声合唱団が芸大生との共演で活躍し
ました。
今後も、音楽に携わる人が表現をする機会と町民の皆さん
が音楽を鑑賞する機会を両立した、誰もが楽しめるコンサー
トを企画していきます。
野菊ホールでは文化芸術の振興を目的に、様々な公演事業を実施しています。今後の公演にもご期待ください。

【問い合わせ】生涯文化課（692‒4181）
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ミニ特集

〜 第７回
〜第１回小
「親子読書のつどい」
・小連携交流会を開催
開催！
！

今年の親子読書のつどいは、10月５日
（土）
９：00から11：30まで雫石町中央公民館で開催します。
『読書大好き雫石っ子』の祭典、
『親子読書のつどい』も７回目を迎えます。５会場での読み聞かせお話し会がメイ
ンですが、今年度は今までの反省をもとに、スペシャルイベントお話し会や小中学生対象の本の交換広場など内容に
工夫を凝らし、ちょっとステキな参加賞を準備しました。昔語りやクイズ大会など楽しさもいっぱい！ぜひ、お子さ
んと一緒にお父さんお母さんもご参加下さい。小学生などの小さいお子さんがいらっしゃらない地域の皆様のご参加
も大歓迎です。

オープニングセレモニーでの本の紹介 ・・・9：00〜9：15
心に残る素敵な絵本が紹介されますよ。

読み聞かせお話し会 ・・・9：20〜9：50
幼児・小学１年生・２年生・中学年・高学年以上向けと５会場でのお話し会を楽しんでください。

☆スペシャルイベント☆お話し会 ・・・9：50〜10：20
盛岡市読書ボランティアによるスケールの大きなスペシャルお話し会！

雫石・語りっこの会による昔語り ・・・10：25〜10：55
寸劇も入れて、２〜３話紹介します。

雫石町ジュニアリーダーによる読書クイズ大会 ・・・10：55〜11：20
ジュニアリーダーズクラブ「ＳＫＹ」のお兄さん、お姉さんと一緒に遊びましょう！

エンディングセレモニー ・・・11：20〜11：30
ステキな参加賞（手作りしおり）をもらって帰ってね！

≪番外編≫おすすめの本

交換の広場 ・・・プログラム終了後（11：30〜12：00）

みんなでたくさん本を持ちよって、交換し合おう！
気になるプログラムだけの参加も OK です。ぜひ多数ご参加ください。

【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

教育委員会定例会リポート（７・８月）
―その１

議案編（８月）８月定例会で審議された議案はありませんでした。
―
―その２

質疑応答編（７月）
―

①町政懇談会での質問について
委員 各小学校区で町政懇談会が行われているようだ
が、その中で小学校適正配置に関する質問はどのよう
なものがあるか。
教委 どの小学校区の町政懇談会でも適正配置に関する
質問は、参加者から必ず出されます。統合に賛成、反
対などの直接的な意見も多いのですが、どのようなス
ケジュールで進めるのか、統合後のスクールバス運行
はどうなるのか、学校林の管理はどうなるのか、など、
統合を前提とした具体的な質問も多く聞かれ、教育委
員会として方針を発信する必要性を感じております。

②中学校の耐震補強工事について
委員 中学校で耐震補強工事が進められるようだが、ど
のようなスケジュールで行うか。
教委 当初の計画では、夏休み中に騒音の発生する部分
を行い、授業への影響が少ないような工程を想定して
おりました。発注は遅れましたが、授業を受ける生徒
の学習環境を第一に考え、学校との連絡調整を密にし
て生徒への影響を最小限に押さえ、３月末までに全て
の工事を完了する予定です。

このほかにも、子育て講演会、LINE などへの対応、土曜授業、児童生徒へ向けた選挙投票の啓発についてなどが
話し合われました。

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）

お知らせ

新入学予定児童の健康診断の実施について

町教育委員会では、平成26年４月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を実施します。対象となるお子さんの
家庭には、９月中旬までに受診日時や場所などのお知らせを郵送しますので、ご確認のうえ、必ず受診してくださ
い。なお、お知らせが届かない場合や当日都合のつかない場合は、学校教育課（692 6412）までご連絡ください。
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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

幼児対象「たんぽぽおはなし会」
【日 時】９月19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…『いたいのいたいのとんでけ』ほか
・かみしばい…『おおきなぼうし』
・パネルシアター…『こぐまちゃんとぼーる』
・こうさく…『かみコップでつくろう』
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、10月４日
（金）10：30〜11：00です。こちらもお待ちしておりまーす！

「しずくいしおはなし会」
【日 時】９月28日（土）10：00から
【会 場】町立図書館
【プログラム】
あまんきみこさんの作品☆スペシャル☆です。
・『すずおばあさんのハーモニカ』
・『おかあさんの目』
・『きつねのかみさま』
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。

新着図書をご紹介！（7/21〜8/20受け入れ分

計69冊）

● 小説 ●

● ヤング・児童書 ●

・烏は主を選ばない ····························· 阿部 智里
・ゲノムの国の恋人 ·································瀬川 深
・かげゑ歌麿 ······································· 高橋 克彦
・増山超能力師事務所 ·························· 誉田 哲也
・天を裂く 水野勝成放浪記················ 大塚 卓嗣
・御役目は影働き 忍び医者了潤参る ·· 浮穴 みみ
・月神 ·····················································葉室 麟
・わたしをみつけて ····························· 中脇 初枝
・娘の結婚 ··········································· 小路 幸也
・ホテルローヤル································· 桜木 紫乃
・爪と目 ·············································· 藤野 可織
・死神の浮力 ···································· 伊坂 幸太郎
・祭りの日 慶次郎縁側日記············· 北原 亞以子
・たぶんねこ ···········································畠中 恵
・再会 あくじゃれ瓢六 ······················ 諸田 玲子
・風に立つライオン ·························· さだ まさし

・明かりが消えたそのあとで20の怖いお話
··· マーガレット・リード・マクドナルド
・アッチのボンとなぞなぞコック ········· 角野 栄子
・おとうさん もういっかい うみあそび
····················· はた こうしろう
・おばけのゆかいなふなたび···ジャック・デュケノワ
・ひとりひとりのやさしさ
········ジャクリーン・ウッドソン
・しんかんくんでんしゃのたび ··················· のぶみ
・ウリオ ··················································室井 滋
・ぼくのふとんはうみでできている···ミロコ マチコ
・乗り物の迷路 車、電車から船、飛行機まで
···························· 香川 元太郎
・はれたまたまこぶた ·························· 矢玉 四郎
・６人のお姫さま······························ 二宮 由紀子
・必ず役立つ吹奏楽ハンドブック
ステージパフォーマンス編················ 丸谷 明夫
・ブルー・ダイブ······························ ゆうき りん
・ぼくの最高の日···························はらだ みずき
・ペネロペちきゅうがだいすき…アン・グットマン

● 一般書 ●
・生き心地の良い町 この自殺率の低さには理由が
ある ························································ 岡 壇
・三陸の歴史未来学 ····························· 久慈 勝男
・宮沢賢治の農業と文学 ······················ 大島 丈志
・巨大戦艦大和 乗組員たちが見つめた生と死
···························· ＮＨＫ取材班
・Gakkenフィールドベスト図鑑Vol7
危険・有毒生物·················· 篠永 哲/野口 玉雄
・おいしい豆腐スイーツ ··················· 鈴木 理恵子
・北限の海女 今昔 ······北限の海女今昔編集委員会
・いわての光る生きものたち··········岩手県立博物館
・極端化する気候と生活-温暖化と生きる
······························· 吉野 正敏
・黒田清樹展 ····························· 東北文化財研究所
・ハンス・コパー展20世紀陶芸の革新
·························ハンス・コパー
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大船渡へ送る本をまだまだ募集中！
大船渡の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。裁縫、料理、ガーデニ
ング関係、推理小説、歴史、時代劇小説、辞書、ま
んが、心が休まる本など寄贈いただける本がありま
したら、11月10日（日）までに町立図書館へお持ち下
さい。皆様のご協力をお願いいたします。

〈９〜10月の休館日ご案内〉
【９月】16日、23日、30日
【10月】7日、14日、21日、28日
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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/sitei̲kanri/hot̲swim/index.html/
【問い合わせ先】
☆中央公民館・野菊ホール…………………………692‑4181 ☆町営体育館・町総合運動公園……………………692‑5030
☆雫石公民館……692‑3458
☆御所公民館……692‑2214 ☆県営屋内温水プール………………………………693‑3751
☆御明神公民館…692‑3228
☆西山公民館……693‑3321 ☆ゲートボール場…695‑2031 ☆ケッパレランド695‑2211

平成25年度雫石町民ハイキング
【日

時】10月20日（日）７：45
町役場正面玄関前集合
【行き先】秋田県横手市黒森山（763ｍ）
御岳山（751ｍ）
【ガイド】雫石町山岳協会会員
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着35人
【受講料】500円（保険料含む・電話でお申し込み後、
事前に体育館にお持ち下さい）
【申し込み】９月30日（月）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます。

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室[5期・6期]
【日

時】[５期]10月１日〜12月３日
（毎週火曜・全10回）10：00〜11：30
[６期]10月３日〜12月５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】 ５期 ・ ６期午前 ・ ６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】９月18日（水）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（〜９月27日（金）まで）。

雫石町ジュニア・アスレティック教室[5期]
【日

時】10月１日〜12月３日
（毎週火曜・全10回）16：30〜18：00
【場 所】町営体育館ほか運動公園内施設
【内 容】マット運動・バランスボール・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・先着10人
【受講料】1,700円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】９月18日（水）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（〜９月27日（金）まで）。

中学３年生スポーツ教室
【日

時】10月３日〜11月21日
（毎週木曜・全８回）16：30〜18：00
【場 所】町営体育館
【内 容】ラージボール卓球・ターゲットバードゴ
ルフ・スポンジテニスなど
【講 師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の中学３年生で、高校入学
後もスポーツ活動を続けたい方・先着10人
【受講料】1,700円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】９月18日（水）〜９月27日
（金）までに、
申込書（町営体育館にあります）と受講料を添え
て町営体育館窓口まで直接お申し込みください。

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‼今回（最終回）のメニューは、当日までの
お楽しみです。
【日 時】10月20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
【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】９月20日（金）〜10月11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
受講申し込み時にあわせてお申し込みください。

御所公民館〜おやつ作り教室
今回は『みたらし団子』と『杏仁豆腐』を作ります。

【日 時】10月６日（日）10：00〜12：00
【場 所】御所公民館
【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
＊小学生から大人まで大歓迎！
【持ち物】エプロン、三角巾、小さいタッパ
【申し込み】10月４日（金）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）
【その他】今回の講座は、当初８月10日（土）に開催
予定されていたものです。都合により開催日を変
更する場合があります。
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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！

雫石なんだり鑑賞教室〜おとなの朗読鑑賞編
〜朗読

〜森 浩美・作 『妻のパジャマ』
IBC 岩手放送 大塚富夫さん 吉田瑞穂さん

【開催日】11月10日（日）
【時 間】13：30開演（13：00開場）
【場 所】中央公民館
【対象・定員】高校生以上の方・先着80人
【参加料】１人500円
【申し込み】９月20日（金）〜10月25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
鑑賞申し込み時にあわせてお申し込みください。

「ポールを持って歩き始めましょう！」
ノルディックウォーキング体験教室
【日
【場
【内

時】10月５日（土）10：00〜12：00
所】町営体育館、陸上競技場
容】講義「ノルディックウォーキングとは？」
実技「正しいテクニックの習得」
【講 師】日本ノルディックフィットネス協会講師
雫石町体育協会スタッフ
【対 象】町内在住または勤務の18歳以上の方
【定 員】先着20人
【受講料】1,000円 ※ポールをレンタルされる場合
は、別途500円が必要です。
【申し込み】９月20日（金）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（〜９月30日（月）まで）。

歴史民俗資料館・遊びのファンクラブ
「おしゃれでエコな布ぞうりを作ろう」編

伝統のわらぞうり作りの技を生かして、自分の足
に合わせた布ぞうりを作りましょう！
【日 時】９月21日（土）9：30〜12：00
第１回雫石の昔語りの会
【場 所】歴史民俗資料館・曲り屋
【対 象】町内在住または勤務の中学生以上の方
「〜むかーしむかし あったずもな…」
曲り屋の囲炉裏ばたで、語りっこの会の皆さんが、 【定 員】先着16人
昔話を楽しく語ってくれます。貴重な古い DVD の
【受講料】1,500円（材料費込み）
上映も見ものですよ。
【服 装】畳に座っての作業となりますので、ゆっ
【日 時】９月28日（土）10：00〜14：00
たり目のズボンがおすすめです。
※話しの区切りには、出入り自由です。
【持ち物】ものさし、はさみ
【場 所】歴史民俗資料館・曲り屋
【申し込み】９月13日（金）9：00から歴史民俗資料館
【対 象】どなたでも。町外の方も大歓迎です。
の電話（692‑3942）で受け付けます（〜９月18日（水）
【参加費】無料
まで）。
【申し込み】不要
【その他】終了後、曲り屋で昼食をとることもでき
【問い合わせ】歴史民俗資料館（692‑3942）
ます。ご希望の方は、昼食持参でいらしてください。

報告

町内各種スポーツ大会結果報告

①平成25年度雫石町長旗争奪行政区対抗野球大会

〜８月14日（水）

お盆恒例の行事、町長旗争奪野球大会が町営野球場をメイン会場にし
て開催されました。今年は８月９日の豪雨災害の影響で２チームが欠場
し、14チームでの戦いとなりました。
決勝戦は葛根田駒木野行政区と横欠行政区の戦いとなり、終始緊迫し
た試合の末、２−１で葛根田駒木野行政区が優勝を果たしました。
【優

勝】葛根田駒木野行政区 【準優勝】横欠行政区

【第３位】林崎行政区／林行政区
②雫石地区混合バレーボール大会〜８月４日（日）
【優

≪選手宣誓≫南行政区

南野

健選手

勝】東町行政区 【準優勝】晴山行政区 【第３位】谷地行政区

③西山地区混合バレーボール大会〜８月18日（日）
【優
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勝】野中行政区 【準優勝】小松行政区 【第３位】西根谷地行政区
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報告

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

雫高生大活躍！①全国高等学校総合文化祭で郷土芸能委員会が優秀賞受賞！
７月31日から８月２日まで開催された第37回全国高等学校総合文化祭
郷土芸能部門で、雫石高校郷土芸能委員会が優秀賞・文化庁長官賞の名
誉に輝きました。郷土芸能部門は和太鼓部門と伝承芸能部門に分かれて
おり、伝承芸能部門で出場校のうち最高位の賞を受賞しました。
８月24日、25日には全国から４校だけが出場できる東京公演に11年ぶ
り３度目の出演を果たしました。

全国高等学校総合文化祭で華麗に演技する郷土芸能委員会のみなさん

報告

雫高生大活躍！②東北総合体育大会ボート競技で南野・松尾ペアが優勝！

７月19日から21日まで宮城県長沼ボート場で開催された第40回東北総合体
育大会ボート競技少年女子ダブルスカルで南野裕佳里・松尾恵美ペアが予
選、決勝ともに１着となり、見事優勝を果たしました。
この結果、出場権を獲得した全国高等学校総合体育大会は、８月３日から
６日まで福岡県遠賀川漕艇場で開催され、南野・松尾ペアは準決勝まで進出
し、見事全国ベスト16の成績を収めました。
東北総合体育大会で優勝が決まり、
ハイタッチをする南野・松尾ペア

報告

雫石中・村上優空選手が見事準優勝！
〜全国ジュニアサマージャンプ大会

第12回ライオンズクラブ杯全国ジュニアサマージャンプ大会が８月３日に秋田
県鹿角市花輪で開催され、
雫石中学校２年の村上優空さんが見事準優勝しました。
ウィンターシーズンに向け、村上さんの益々の活躍が期待されます。

報告

第39回雫石町小学校水泳記録会結果

表彰式での村上さん（前列中央）

〜８月２日 会場：県営屋内温水プール〜

今年の７月中は天候が思わしくなく、充分な調整ができなかった中で、各校の選手とも自己記録の更新を目指し、
頑張りました。暑い中応援して下さったご家族・応援団のみなさん、ありがとうございました（敬称略）
。
種目
50ｍ
自由形

50m
背泳ぎ

50m
バタフライ

50m
平泳ぎ

順位

５年女子

６年女子

１位

岩井

紅葉（下長山）

高橋

杏美（南畑）

２位

米田

都乃（御明神）

中屋敷彩音（御明神）

３位

簗場

美織（雫石）

國井

璃胡（雫石）

１位

長坂

桜花（七ツ森）

藤原

２位

沼田

あみ（雫石）

大森

３位

岩井

紅葉（下長山）

１位

長坂

２位

中村

３位
１位
２位

５年男子
向希（雫石）

６年男子
澤口

修志（雫石）

高前田涼斗（下長山）

杉田

真英（雫石）

横欠

秀斗（雫石）

柿木

奎又（橋場）

愛結（西根）

村田

憲翔（下長山）

柿木

奎又（橋場）

朱夏（雫石）

古川端晴輝（御明神）

嶋津

陽斗（雫石）

中和野恵花（御明神）

村上

高思（七ツ森）

石田

渉（南畑）

桜花（七ツ森）

高橋

安達

向希（雫石）

吉田

翼（下長山）

春音（雫石）

中屋敷彩音（御明神）

村田

憲翔（下長山）

村上

慧（七ツ森）

米澤ゆりや（雫石）

藤原

愛結（西根）

竹原

悠也（雫石）

吉田

優吾（雫石）

米田

都乃（御明神）

國井

璃胡（雫石）

古川端晴輝（御明神）

木内

優成（雫石）

沼田

あみ（雫石）

滝澤えりか（上長山）

山崎

駿弥（下長山）

鷲見

太一（下長山）

里緒（雫石）

上中屋敷佳澄
（御明神） 竹原

悠也（雫石）

簗場

海斗（雫石）

杏美（南畑）

安達

３位

高橋

200m
リレー
（共通）

１位

七ツ森（長坂、用、坂井、南川）

雫石（木内、杉田、安達、澤口）

２位

御明神（上川原、上中屋敷、小田、中屋敷）

七ツ森（藤原、村上、齋藤、足立）

３位

下長山（岩井、小田、曾根田、小田）

下長山（高前田、吉田、村田、鷲見）

200m
メドレーリレー
（共通）

１位

雫石（大森、後藤、山本、國井）

雫石（澤口、木内、簗場、杉田）

２位

七ツ森（坂井、長坂、西家、南川）

下長山（村田、鷲見、吉田、高前田）

３位

御明神（中和野、上中屋敷、中屋敷、上川原）

七ツ森（藤原、齋藤、村上、足立）
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今、子どもたちは…

シリーズ「輝」

〜№100 七ツ森小学校 編〜

〜行事を通して子ども達を育てる 120％ の法則〜
雫石町立七ツ森小学校

５月の運動会が終わると、七ツ森小では陸上記録会へ
の取組が始まります。高学年の担任を中心に、５〜６年
生全員が全体練習に参加し、運動能力及び基礎体力の向
上をねらいます。一週間後に各種目の記録や本人の気持
ち、全体の調整などを経て選手を決めました。ここで、
選手候補以外の子ども達は練習を手伝ったり応援団に
なったりします。また、先生方も種目に分かれ、子ども
達の指導にあたります。校庭と体育館に分かれての種目
ごとの練習中、
体育館の一角では太鼓を使った応援練習、
応援の生の声を聞きながらそれぞれの練習が続きます。
正に「チーム、七ツ森」としての取組です。リレー練習
が入ってくると朝練習が始まり、さらに業間や昼休みは
バトンパスの自主練習、激励会は４年生が中心となって
選手を送ってくれました。

副校長

猪股

正光

トル

女子800メー

そして「本番」
、どの子も自分の持っている力をしっ
かりと発揮することができたと考えています。大会新記
録が本校から２人出ましたし、いただいた賞状も多かっ
たです。
記録会終了後の職員室では、子ども達の活躍や葛藤、
監督や先生方の思いなどに花がさきました。その話を聞
いていて、また今までの練習の様子を思い浮かべながら、
どの子もこの取組の中で自主的な行動力や目標に向かっ
て努力する態度が育ったな、との思いを職員一同共有す
ることができました。

トルリレー

男子400メー

次回は御明神小学校からの情報をお送りする予定です。

９〜10月上旬の主な行事予定
【９月】
13日㈮ 秋季東北地区高等学校野球岩手県大会
（〜15日まで）
14日㈯ 岩手地区中学校新人体育大会
（〜15日まで）
15日㈰ 雫石町壮年男子ソフトボール中央大会
雫石町ふれあい女性ソフトボール大会
22日㈰ 雫石町混合バレーボール中央大会
25日㈬ 教育委員会議

縄文時代のムラを見に行こう！
こ び や

ち いちびー い せき

小日谷地 Ⅰ B遺跡発掘調査 現地説明会開催！
【日 時】９月21日
（土）10：30 〜
【場 所】雫石町小日谷地・町中央浄水場敷地内

28日㈯

雫石中学校文化祭
岩手県早起き野球選手権大会
西根小学校創立140周年記念式典

29日㈰
【10月】
５日㈯ 第７回雫石町親子読書のつどい
５日㈯ 雫石町秋季スポーツ少年団野球大会
（〜６日まで）
17日㈭ 岩手地区中学校総合文化祭

雫石町史通史編

特別価格頒布期間を延長します

８月９日に発生した豪雨災害の影響を考慮し、特別価格での頒
布（町民価格１冊1,000円・２冊まで）を９月30日
（月）まで延期
しました。
一家に一冊！ぜひこの機会にお求めください。

【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

あとがき
今回の富士市事業では、衝突事故についての学びを深めるため、
初めてＡＮＡ機体工場見学をメニューに加えました。８月に発生し
た豪雨災害も衝突事故と同様に雫石町の歴史に深く刻まれることに
なります。まだまだ復旧の途中ですが、今回の災害について後世に
何を、どのように伝えたいか、しっかり考えていきたいです。
（Ｎ）

広報「教育しずくいし」10月号は
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８月９日の豪雨災害と、その後の対応・復旧に追われながら終
わった今年の夏。これから例年いろいろなイベントが開催される季
節になりますが、今年は「雫石が、みんなが元気になるように」と
いう視点も忘れずに取り組んでいきたいと考えています。「がんば
ろう！雫石」（Yasu）

10月10日（木）発行予定です。
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