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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　かつて雫石にも酒屋があった時代に、蔵廻りの若者たちが健康を祈願して歩いたのが始まりで、昔は「あみ
だ参り」と呼ばれていました。幾度の中断を経て昭和55年に再興した裸参り、今年も若者たちが腰みの、横綱、
お守りなどの装束を身につけ、厳寒の雫石を練り歩きます。
　午後１時、三社座神社前出発予定！永昌寺（下寺）までの1.2 kmをおよそ２時間かけて歩きます。
　【日　時】１月19日（日）午後１時　三社座神社出発　／　午後３時ころ　永昌寺（下寺）到着まで
　【問い合わせ】社会教育課（692-6413）

真冬の雫石の風物詩！　平成２６年雫石町裸参りお知らせ

　12月７日（土）、野菊ホールを会場に雫石町教育振興運動実践交流会を開催しました。町
の子育てを「学校・家庭・地域・行政」のみんなで一緒に考え合う場です。
　開会行事では、家読標語入選者12人の児童が表彰され、続いて、宮古市立宮古小学校の
相模貞一校長に、3.11の危機的状況の中で、避難所運営に携わりながら学校を再開し、２
年９ヶ月を歩んできた「命を守る」ための防災教育、「復興・発展を担う人づくり」への
復興教育の取り組みについて講演をしていただきました。

　また、大村小実践区から「山祗神楽」の活動発表、３つの実践区から「読書運動」や「大津波被災地訪問」につ
いて実践報告をしていただきました。実践区の方々とともに児童・生徒の皆さんも堂々と発表してくれました。

【受付の様子】 【家読標語入選者全員で記念撮影！】 【宮古小学校・相模貞一校長による講演会】

【大村小学校による地域とともに取り
組んでいる「山祗神楽」の活動発表】

【下長山小学校「フィンランドメソッド
「親子で100冊読書日記」への取り組みの報告】

【雫石中学校 中学生による「東日本大震災
被災地訪問を通して学んだこと」の発表】

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692‒6590）

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

お母さん　こんどは私が　読み聞かせ （西村　和心　下長山小 5年）

平成25年度雫石町教育振興運動実践交流会　開催！特集
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特集 ～子ども・学校・家庭、一緒に目指そう！学力向上！！

【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

　平成25年度岩手県学習定着度状況調査が10月２日に小学校４、５年生と中学校１、２年生を対象に実施され、
11月21日に結果が発表されました。

　小学校は、県も雫石町も県教委の設定目標（60%～70％前後）を上回っていますが、基礎的な知識、技能の
応用力を問う「活用問題」、過去に出題した問題と類似の問題を使い成績の改善状況を見る「経年比較問題」は
十分な改善が見られず、県と同様に町でも課題となっています。
　中学校は、県として数学、英語を大きな課題としており、特に中学２年生の正答率が下降していることが分か
ります。また、個人間の理解度の差も顕著になってきています。雫石町は具体的な数値は公表しませんが、特に
中学１年生の国語、中学２年生においては数学、理科に学力の伸びが見られます。学校の授業や授業と連動した
家庭学習の工夫、生徒の学習意欲の増加が功を奏していると考えられます。

　小学５年生は「３時間～」が若干減ったものの、学習時間が増加しています。特に、１時間～２時間未満の児
童の増加が顕著に見られます。
　中学２年生は昨年度の「教育しずくいし」１月号で県と比較しても家庭学習時間が良好であることを紹介しま
した。今年度は「ほとんどしない」「30分～１時間未満」が昨年度より増加傾向ではありますが、２時間～３時
間未満の増加が注目できます。「３時間～」の割合も含めて２時間以上学習している生徒が26％と増加している
のです。家庭学習時間が増加すると、正答率も伸びることが結果にも表れています。

～平成25年度岩手県学習定着度状況調査から見える雫石の子ども（前編）～

≪各教科平均正答率≫
小学校４年生 小学校５年生

国　語 算　数 国　語 算　数 理　科
県 68% 72% 73% 73% 69%
町 62% 65% 67% 65% 64%

中学校１年生 中学校２年生
国語 数学 英語 国語 数学 英語 理科 社会

県 65% 64% 69% 69% 55% 49% 62% 54%
町 １校しかありませんので、公表しません。

≪質問紙調査より「学習時間」について≫

『学校の授業以外で、１日にどのくらい勉強しますか』（※土日は除く、※塾・家庭教師の時間を含む）
現在の小学５年生と中学２年生の家庭学習を昨年度のデータと比較してみました！

学年
学習時間

小学５年生 中学２年生
昨年の４年生時 現５年生 昨年の１年生時 現２年生

３時間～ ２% １% ２% １%
２時間～３時間未満 ５% ６% 18%   25%　↑
１時間～２時間未満 30% 　　36％　↑ 64% 47%
30分～１時間未満 51% 50% 10% 　　16%　↓

30分未満 ８% 　　4%　↑ ３% ４%
ほとんどしない ５% 　　3%　↑ ３% 　　8%　↓

※少数第１位を四捨五入

学力はこれからの時代を生き抜くための大きな力となります！
これからも「家に帰ったら、まず学習」を合言葉に、

町内一丸となって子どもたちの学力向上を目指しましょう！
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①小学校適正配置基本計画に係る説明会について
委員 11月６日から各小学校区で開催している「雫石町
立小学校適正配置基本計画」に係る説明会において、
場所によっては反対意見の多いところもあるようだ
が、どう対応するつもりか。
教委 委員ご指摘のとおり、場所によっては反対意見し
か出ない所もあります。ただ、教育委員会としまして
は、反対している住民の方がどの点に反対しているの
かを正確に分析し、一つひとつの問題点について具体
的に説明することで、納得していただけるものと考え
ており、ご理解をいただくまで説明会を重ねて開催す
る予定としております。

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（11・12月）
―その１　議案編（12月）以下の案件が可決されました。―

１．教育長の人事に関し議決を求めることについて（吉川　健次委員が教育長に再任されております。）
―その２　質疑応答編（11月）―

　このほかにも、統合による地域の衰退の可能性、使用しなくなる小学校の各種資料の保存、町立小学校（西根・安
庭）140周年記念式典、中学校部活動の活動時間などについて話し合われました。

②通学路の復旧工事について
委員 ８月９日の豪雨災害により通学路が崩落した箇所
について、いつ復旧工事に着手し、完了する予定か。
教委 町内の小・中学校付近で大きな被害を受けたの
が、南畑小学校前県道と安庭小学校前町道です。復旧
工事の具体的な時期は未定ですが、安庭小学校前の町
道部分については、先日、国の災害査定を受けました
ので、町内の被災箇所ごとに優先順位を定め、順次発
注されるものと思われます。学校の通学路でもあり、
除雪路線でもありますので、教育委員会としても早期
の復旧を期待しております。

ミニ特集
～読書ボランティア・中学生・高校生が選んだ「家読」おすすめの本

　「たんぽぽおはなし会」、「おはなしの雫」、「こまくさお話の森」、「雫石中学校図書委員」、「雫石高等学校図書委員」
のみなさんに、「家読（うちどく）」におすすめの本を紹介していただきました。家族みんなで本の世界にひたって
はいかがでしょうか？

【幼児・小学校低学年のみなさんにおすすめの本】
〈大人の方にもおすすめ！相手の「きもち」を考える本〉
☆いつもいっしょに〔こんのひとみ作・いもとようこ絵〕
　金の星社
〈かみさまも悩む かみさまに親しみを感じる本〉
☆かみさまのめがね〔市川真由美作・つちだのぶこ絵〕
　ブロンズ新社
〈作者は小学５年生！読む人みんなに勇気を与える本〉
☆サカサマン〔海老沢航平作・本信公久絵〕
　くもん出版　

【小学校高学年のみなさんにおすすめの本】
〈東日本大震災で子を亡くしたお母さんたちによる本〉
☆ ひまわりのおか〔ひまわりをうえた八人のお母さん・葉
方舟作・松成真理子絵〕　岩崎書店

〈「地雷」について学び、世界について知る本〉
☆サニーのゆめ　ありがとう地雷ではなく花をください
　〔柳瀬房子作・葉祥明絵〕　自由国民社

【中学生～成人のみなさんにおすすめの本】
〈「自分にとって何が大切か」改めて考える本〉
☆世界から猫が消えたなら〔川村元気作〕　マガジンハウス
〈省エネ少年と好奇心少女が主人公の学園ミステリー本〉
☆氷菓〔米澤穂信作・上杉久代イラスト〕
　角川スニーカー文庫　
〈高校野球に関わる実話エピソードを集めた本〉
☆甲子園だけが野球ではない〔岩崎夏海著・監修〕
　廣済堂出版
〈繊細な少女たちを題材とした美しい本〉
☆ブランコ乗りのサン＝テグジュペリ〔紅玉いづき著〕
　角川書店
〈日本を代表する劇作家による高校演劇を題材とした本〉
☆幕が上がる〔平田オリザ著〕　講談社
〈「コトバ」のちからがじんわりとしみる本〉
☆昨夜のカレー、明日のパン〔木皿泉著〕　河出書房新社

【小学校中学年のみなさんにおすすめの本】
〈こわい？かわいい？　おばけの絵本〉
☆ めっきらもっきらどおんどん
　〔長谷川摂子作・ふりやなな画〕　福音館書店
〈いじめ問題について正面から向き合った長編絵本〉
☆しらんぷり〔梅田俊作／梅田佳子作・絵〕
　ポプラ社
〈ページを開くと一気にアフリカへ！エネルギッシュな本〉
☆アフリカの音〔沢田としき作・絵〕
　講談社
〈「戦争」と「平和」について考える本〉
☆えんぴつびな〔長崎源之助作・
　長谷川知子絵〕　金の星社
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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！（11/21～12/20受け入れ分　計88冊）

〈１～２月の休館日ご案内〉
【１月】６日、13日、20日、27日
【２月】３日、10日、17日、24日

“本のこうかんひろば”開催します
　読まなくなった本を持ち込んだり、読みたい本を持ち
帰ったり、もちろん両方でもＯＫ !!
　開催期間は11日間です。どうぞご利用ください。
【期　間】２月７日（金）～２月17日（月）
【場　所】中央公民館１F　ふれあいひろば
【おねがい】
①マンガ雑誌や週刊誌及び書き込み・落書きなどをして
いる図書の持ち込みは、ご遠慮ください。
②図書の持ち込みは、こうかんひろば開催期間中にお願
いします。

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。

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」
【日　時】１月25日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・「十二支のしんねんかい」………みき　つきみ／文
・「この世でいちばんすばらしい馬」

…チェン・ジャンホン／作
・「チャグチャグうまっこ」………中村ウメほか／編

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】１月16日（木） 10：30～
【会　場】中央公民館
【プログラム】
・えほん…『おしくらまんじゅう、だいすきなのに』
・かみしばい…『ぽぽんたのたんぽぽ』
・パネルシアター…『コンコンクシャン』
・こうさく…『おにのおめんをつくろう』
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、２月７日
（金）10：30～11：00です。こちらもお待ちしておりまーす！

● 小説 ●
・花咲小路一丁目の刑事 ······················ 小路　幸也
・名もなき日々を　髪結い伊三次捕物余話
　　　　　　　　 ····························宇江佐　真理
・大江戸ドクター······························和田　はつ子
・ジャーニー・ボーイ ·························· 高橋　克彦
・はなとゆめ ···········································冲方　丁
・天使の柩 ··········································· 村山　由佳
・新釈にっぽん昔話 ····························· 乃南　アサ
・ようこそ授賞式の夕べに　成風堂書店事件メモ
　（邂逅編） ···············································大﨑　梢
・妖怪アパートの幽雅な日常　９ ········· 香月　日輪
・光秀の定理 ······································· 垣根　涼介
・こちら警視庁美術犯罪捜査班 ············ 門井　慶喜
・星の民のクリスマス ·······················古谷田　奈月
・影を買う店 ······································· 皆川　博子
・上流階級　富久丸百貨店外商部 ·············高殿　円

● 一般書 ●
・最新図解ＰＭ2.5と大気汚染がわかる本
　　　　　　　　 ···································饒村　曜
・君に友だちはいらない ······················ 瀧本　哲史
・83歳の女子高生球児 ····················上中別府　チエ
・3.11を心に刻むブックガイド ············ 草谷　桂子
・無から生みだす未来 ·························· 神谷　隆史
・台所の工夫 ··············································地球丸
・ 結ぶ。包む。おくる。　ラッピングの基本が一番
わかりやすい本······························日高　麻由美

・最新改訂版　老人介護の安心百科…柴田　博ほか
・死ぬのにいくらかかるか！ ················ 大宮　知信
・届け出・申請・手続き完全ガイド
　　　　　　　　 ·············· メトロポリタンプレス
・図解ひとめでわかる消費税のしくみ…小澤　善哉
・ロングセラー商品のデザインはここが違う！
　　　　　　　　 ·························日経デザイン編

● ヤング・児童書 ●
・気をつけよう！SNS①　SNSってなんだろう
　　　　　　　　 ······························· 小寺　信良
・動物のちえ①　食べるちえ ················ 成島　悦雄
・動物のちえ②　身を守るちえ ············ 成島　悦雄
・恐竜トリケラトプスうみをわたる
　　　　　　　　 ·························黒川　みつひろ
・ピーターラピット　クリスマスのおはなし
　　　　　　　　 ····················· エマ・トンプソン
・リーかあさまのはなし ··························中村　茂
・はーくしょい ·································せな　けいこ
・UFOのつくりかた ·························中垣　ゆたか
・つなみてんでんこ　はしれ、上へ！ ······指田　和
・ あらしのよるにスペシャル　だれもしらないヒー
ロー ······································· きむら　ゆういち
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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

第22回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり
第１部　唄と踊りの共演
第２部　平成25年度各種大会最優秀賞等受賞者
　　　　披露（特別出演　雫石高校郷土芸能委員会）
第３部　唄と踊りの共演
【日　時】３月２日（日）12：00開演（11：00開場）
【場　所】中央公民館・野菊ホール
【入場料】全席指定
　　　　 Ｓ席2,000円　Ａ席1,500円
　　　　 Ｂ席1,000円
【前売券販売開始日】１月14日（火）
　中央公民館及び各地区公民館で販売します。
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）
※都合により、公演内容が変更となる場合があります。

御明神公民館・軽スポーツ教室
　冬場の運動不足解消と健康な体づくりを目指し
て、楽しく体を動かしませんか？
【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（各開催日の
申込人数に応じて決定いたします。）
【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。

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～」
【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）

御明神公民館～編み物教室～
　普段使い用として、おしゃれ用として…バッグ、
マフラー、帽子、セーターなど、“わたしだけの手
編み作品”を完成させましょう。
【開催日】２月28日（金）～３月24日（月）
　　　　 毎週月・木曜日／全８回 
　　　　 ※初回のみ金曜日となります。
【時　間】10：00～16：00
【場　所】御明神公民館　懇話室
【講　師】杉澤　陽子さん
【受講料】1,000円
【対象・定員】町内在住または勤
務の方・先着15人

【申し込み】１月14日（火）から御
明神公民館で受け付けます（２
月20日（木）まで）。
【持ち物】編み物用具（かぎ針、棒
針、はさみ）など

「国の教育ローン」のご案内
　高校、大学などへの入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
【融資額】学生・生徒１人あたり300万円以内
【利　率】年2.35％（母子家庭または世帯年収200万円以内の方の利率は年1.95％）
　　　　（平成25年12月13日現在）
【返済期間】15年以内（母子家庭または世帯年収200万円以内の方については18年以内）
【使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
【返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
※詳しくは下記のコールセンターへお問い合わせください。
　〔教育ローンコールセンター〕0570-008656（ナビダイヤル）または（03）5321-8656

教育しずくいし106.indd   5 13/12/27   17:08



6  広報●教育しずくいし●2014●1●No.106●

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！

　学校・家庭・地域・学校歯科医との連携により、年間を通じて特色ある歯科保健活動を
行っているとして、平成25年度岩手県学校歯科保健優良校に次の町内小学校が選ばれまし
た。11月22日（金）、盛岡市で開催された「第37回岩手県養護教諭研究大会」において表彰
されました。
◎優良校　七ツ森小学校　上長山小学校　下長山小学校　大村小学校　南畑小学校

各種スポーツ大会結果報告（※敬称略）

祝・表彰！！ 「岩手県学校歯科保健優良校」に町内５校が選出！報告

① 御所クロスカントリー駅伝大会～11月３日（日）
部門 優　勝 準優勝 第３位 区間賞

小学生男子 雫石サッカー少年団１ 雫石サッカー少年団２ 南畑スポ少A 横欠　秀斗
小学生女子 御明神スポ少A 南畑スポ少 小田　綺花
小学生混合 大村 JJJ 安庭マッハウイングス 走れメロス 藤本　紀香里
一般男子 雫石高校スキー部 大村 JaJaJa 藤本　雄大

② 雫石町内継走大会～11月17日（日）
部門 優　勝 準優勝 第３位

一般男子 いちのへサンビレッジクラブ 盛岡大学 二戸地区陸協
一般女子 盛岡大学 甚平ザメ 雫石高校スキー・ボート連合
中学校男子 雫石中Ｄ 雫石中Ｃ 雫石中Ｂ
中学生女子 雫石中Ａ 雫石中Ｂ 雫石中Ｄ
小学生 がんばる JAPAN 雫石サッカー少年団チームA 御明神スポ少A
町内・一般男子 雫石高校スキー部 御所体育会 御明神体育会
町内・一般女子 雫石高校スキー・ボート連合 雫石サッカースポ少ママーズA 雫石サッカースポ少ママーズB

☆雫石なつめ倶楽部からのお知らせ☆
　雫石なつめ倶楽部は、子供から高齢者まで（多世代）、いろいろなスポーツを（多種目）、それぞれの志向やレベルに合
わせて（多志向）、参加・運営する地域住民主導のスポーツクラブです。皆様からの年会費・教室参加費で倶楽部の運営
を行っています。今後様々なプログラム企画を行いますので、皆で楽しくチャレンジしましょう。
【年会費】個人会員2,000円／法人会員5,000円／賛助会員1,000円
　　　　 ※個人・法人会員は倶楽部の運営にかかわることができます。
【入会対象】どなたでもご入会いただけます。会員になると、各教室やイベントなどの参加料が割引されます。
【問い合わせ】雫石なつめ倶楽部　（電話）080-8220-8774　（メールアドレス）shizu-supo@alto.ocn.ne.jp

＊各教室の参加費は、１回につき会員200円、非会員500円です。参加については、当日開催場所でも受け付けます。

☆ピラティス教室☆
　肩こり・腰痛緩和、冷え・むくみの解消におすすめ！
【日時・場所】２月毎週月曜日14：00～15：30

３、17日　西山公民館／11、24日　雫石公民館
【講　師】ピラティス講師　福士　幸子さん

☆ゆる体操教室☆
気持ち良く声を出しながら、ゆるやかに体を動かします。
【日時・場所】2月毎週水曜日14：00～15：30

５、19日　西山公民館／12、26日　雫石公民館
【講　師】ゆる体操正指導員初級　佐々木　ひとみさん

☆期日限定！お試し教室～ピラティス・ゆる体操～☆
　１月に引き続き、２月にもお試し教室を開催します！
　日頃の運動不足・ストレス解消にお勧めですよ。
【日時・場所】２月17日（月）ピラティス、19日（水）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

☆大人向け軽スポーツ＆レクリエーション体験広場☆
【日時・場所】２月７、21日（金）14：00～15：30
　　　　　 　西山公民館
【内　容】バドミントン・卓球など
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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！

雫石高３年中家汐理さん・田中日奈子さんが県高校総合文化祭 特賞受賞！報告
　第36回岩手県高等学校総合文化祭において、雫石高等学校３年中家汐理
さんが美術・工芸部門に絵画「思郷」を出品し、見事３年連続の受賞、同
じく３年生の田中日奈子さんは工芸部門に「綟り織り『朝露』」を出品し、
初の受賞を果たしました。
　11月４日に県民会館で行われた表彰式に出席した二人は、指導していた
だいた方々への感謝の気持ちを抱きながら、受賞の喜びを味わっていまし
た。

最優秀賞の大村小５年村田愛華さん（左から２人目）

田中日奈子さん（左）と中家汐理さん（右）

　11月20日、22日の２日間にわたり、「御所湖の清流を守るポスター
表彰式」が、各受賞者が在籍する町内６小学校で開催されました。応
募総数167作品の中から、町内児童が描いた19作品が見事入賞し、賞
状を受け取った児童は嬉しそうな笑顔を見せていました。
【最優秀賞】　大村小５年　　村田　愛華さん
【優秀賞】　　雫石小５年　　黒沢　紗弥さん
【優秀賞】　　七ツ森小３年　細川　咲希さん
　このほかにも町内小学生16人が入選しております。

御所湖の清流を守るポスター審査会結果・町内小学校から計19人が入賞！報告

　11月22日から23日、第30回岩手県小学生バレーボー
ル育成大会が奥州市総合体育館を主会場に開催され、
男子の部では雫石排球男が準優勝、女子の部では雫石
レインボーズが３位という素晴らしい結果を残しまし
た。
　雫石排球男は決勝戦で、初優勝した花巻バレーボー
ルスポーツ少年団に１－２、雫石レインボーズは、準
決勝で初優勝した奥州胆沢バレーボールクラブに０－
２と惜しくも敗れましたが、見事な結果を残しました。

　寒い冬が苦手という皆さん。暖かい室内で器具を
使った運動はいかがでしょうか。
　町営体育館には、メインアリーナの他にトレーニン
グ室があります。トレーニング室内には、ランニング
マシン・エアロバイクなどをはじめ、プレート型コン
ビネーションマシンやフリーウェイトを備えています。
　利用料金もリーズナブルで、町民は大人100円、高
校生以下50円で２時間利用することができます。ご利
用の際は室内用シューズが必要になること、中学生以
下の方には大人の指導者に必ず着いていただくことに
なっていますのでご注意ください。
　冬の気候が厳しい雫石。「寒くて運動する気分にな
れない。」、「雪の中、外でウォーキングやジョギング
をするのはちょっと…。」という方、是非町営体育館
のトレーニングルームでこの冬の運動不足を解消し、
寒さに負けない身体をつくりましょう！

雫石排球男が県大会で準優勝！
雫石レインボーズも３位に！

冬の運動不足解消に！
町営体育館で体を動かしませんか？報告 町営体

お知らせ

男子の部準優勝　雫石排球男

女子の部３位　雫石レインボーズ 【問い合わせ】町営体育館（692‒5030）
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広報「教育しずくいし」２月号は　２月13日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　12月に新年の抱負を発表する機会がありました。「フルマラソ
ン５大会出場！」、「小説を書く！」などみなさん素晴らしい抱負
を発表。私は「自分の部屋をきれいに保つ！」という小さいけれど、
意外と難しい（私だけ ）抱負。挫折しないよう頑張ります！（Ｎ）

　新年あけましておめでとうございます。先月号にも書きました
が、皆さんにとって今年がいい年でありますように！ 2014年も、
この広報「教育しずくいし」でさまざまな情報を提供して参りま
す。ご愛読よろしくお願いいたします。（Yasu）

次回は雫石高等学校からの情報をお送りする予定です。

～地域とともに歩む橋場小学校～ 橋場小学校　副校長　今野　洋明

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№104　橋場小学校　編～

【１月】
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①
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）
 雫石高校雪上運動会

26日㈰ 雫石クロスカントリースキー大会ピノキオカップ
 2014岩手県マスターズスキー雫石大会
27日㈪ 教育委員会議
【２月】
１日㈯ 町民スキー大会（アルペン競技）
11日㈫ 雫石インドア・キッズベースボール②
22日㈯～23日㈰　雫石町長杯中学校バレーボール大会
24日㈪ 教育委員会議

～～～～～～～～～

● 1～２月の主な行事予定 ●

　日本古来の芸術を体験「華道・茶道教室」
　今年は、目時美帆子先生をはじめ４人の先生方にいらし
ていただき、華道・茶道教室を行っています。
　華道教室では、花を生けるときの基本を学んだ後、全員
で挑戦してみました。子どもたちや地域の方は、高さや前
後左右のバランスを考えながら、真剣な表情で花を生けま
した。同じ花を使っているのに、それぞれの個性が生け花
に表れました。
　茶道教室では、素敵な茶室で礼儀作法を教えていただき、
和菓子と抹茶もおいしくいただきました。
　日本古来の芸術である華道と茶道を体験し、日本の文化
の素晴らしさを実感する貴重な時間になりました。

　橋場小学校の行事には、毎年、多くの地域の方に参
加していただいています。地域の方は、子ども達を温
かく見守りながら、教え導いてくださいます。また、
子どもたちはそれに応えるかのようにすくすくと育っ
ています。
　地域との絆を深めた「橋っ子もちっこそばっこ祭り」
　みんなで収穫を祝う「橋っ子もちっこそばっこ祭り」
が、今年で17回目を迎えました。11月16日（土）に、た
くさんの地域の方と一緒に、そば打ち、もちつきをし
た後に会食しました。子どもたちが春から育て、秋に
収穫したそば「虹豊」も、おいしくいただくことがで
きました。

○雫石町サッカー協会長杯雫石フットサル大会
　小学生の部／１日（土）～２日（日）
　中学生の部／８日（土）　一般の部／９日（日）

２月15日（土）～20日（木）　　秩父宮杯・秩父宮妃杯第87回全日本学生スキー選手権大会
２月24日（月）～27日（木） 　2014FIS公認全日本ジュニアアルペンスキー選手権大会兼
　　　　　「’93世界アルペン開催記念大会」第21回全日本選抜ジュニアスキー選手権

２月27日（木）～３月１日（土）　FIS第92回全日本スキー選手権大会
３月２日（日）　　　　　　　　FIS Far East Cup ジャパンシリーズ雫石大会
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