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学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

平成25年度家読標語コンクール　入選作品　…学校名・学年は25年度当時のものです

名たんてい　なぞときクイズ　とけました （吉田　流華　七ツ森小 4年）

　今年度も力作揃い！じっくりとご覧ください。
【展示作品】
　☆県芸術祭入選作品（絵画・写真・書道等）
　☆小中学校作品（絵画・書道等）
　☆ 一般応募作品（絵画・写真・書道・手工芸・陶芸・

華道・フラワーアレンジメント・菊花盆栽等）

町民作品展・菊花展

＊ 下記の期間は、抹茶とお菓子のお振舞いも行い
ます。お気軽にお立ち寄りください。
　11月２日　　10：00～15：00
　　　３日　　10：00～14：00

【問い合わせ】芸術祭実行委員会事務局　社会教育課（692‒6413）

記念企画が盛りだくさん !!
　　☆第50回雫石町総合芸術祭☆

　町民の芸術文化活動の成果を展示・発表し、芸術鑑賞の機会を広く提供する、年に１度の秋の祭典！記念すべ
き50回目の芸術祭は、さらに充実！会期中には町民音楽祭も開催します。ご家族そろっておいでください。

＊先月号折り込みチラシご案内の日程を一部変更しておりますので、ご了承ください。

＊野菊ホールプログラム＊

＊中央公民館プログラム＊

全部門入場無料
〔会　期〕11月１日（土）～３日（月・祝）　〔会　場〕中央公民館・野菊ホール

11月2日　　　13：00～16：00

11月1日　　9：00～17：00
2日　　9：00～17：00
3日　　9：00～16：00

11月1日　　　13：00～17：00

　全員合唱や観客のみなさんとの合唱も！
【出演団体（プログラム順）】
　①しずくいし弦楽クラブ
　②童謡の滴
　③しずくいし少年少女合唱団
　④たんたん’ず
　⑤はーとぽーと音楽隊
　⑥しずくいし混声合唱団
　⑦雫石中学校吹奏楽部

雫石町民音楽祭 13：00～16：00

絵　菅田　篤

各出演団体によるコラボレーション演奏に注目！
【出演団体（プログラム順）】
　①雫石小学校：青空太鼓　
　②筝曲（雫石筝曲教室）　
　③謡曲（雫石謡曲同好会）　
　④詩吟
　⑤ギター・大正琴（SAKUTTO倶楽部）
　⑥大正琴（琴名流大正琴教室）　
　⑦ピアノ（町内各ピアノ教室）

舞台発表 14：00～17：00

　50回を祝うパフォーマンスの披露！
【出演団体】雫石町郷土芸能伝承活動細川会

記念アトラクション 13：40～14：00

50回記念式典 13：00～13：40

特集
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【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）
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特集 ～全国学力・学習状況調査から見た雫石っ子の学力は～

【小学校について】…算数・国語とも全国との差が縮まり、よい傾向
　町ではいずれの正答率も全国・県を下回ってはいるものの、昨年度と比較すると、その差はいずれも縮まっていま
す。特に、昨年度全国と5.3％の開きがあった国語Bにおいて、今年度はその差を2.4％にとどめました。また、岩
手県の平均正答率は国語・算数ともに全国を超え、特に国語において「主として知識」のA問題では0.8％、「主と
して活用」のB問題においては、約2.8％上回っています。

【中学校について】…特に数学において、着実な日常の積み重ねが力に
　中学校については、国語A、Bにおいて全国を下回ってはいますが、数学ではA、Bともに岩手県と全国の平均正
答率を上回りました。昨年度の岩手県と雫石町の数学の正答率が全国平均を5％以上も下回っていたことを考えると、
日頃の学習への取組（授業での「課題提示」と「振り返り」）を重点的に取り入れたことにより、全体として数学的
な知識を活用する力が上がったといえます。

【解答する力＝読解力】…「読む」ことは国語だけでなく算数・数学でも大切
　同時に行われた質問紙調査では、問題を解く時間についても調査が行われました。項目別にみると、雫石町には「算
数Bの問題を解く時間」について「やや足りなかった」と答える小学生が25.0％（※全国は17.9％）いることから、
数学的に考える力と共に、問題を読み解く力や短時間で問題を処理する力も必要なことが分かります。読書をはじ
め、日常的に「読む」活動を取り入れたいものです。

【地域に育まれて勉学に励む子どもたち】…以下に、全国と比較して特徴的な項目を取り上げました。

　おうちの方と地域の行事や活動に参加しながら、小・中学校とも家庭で授業の復習時間はしっかりと確保できてい
る好ましい結果です。しかし、放課後や休日に屋内で過ごす時間が長くなることで、テレビやDVDの視聴、パソコ
ンやゲームの使用に時間を費やしてしまう傾向が見てとれます。そんな子供たちが本に親しむためには、一時テレビ
を消して読書をする環境を与えられるようにすることが、家庭での大人の役割と言えます。

調査票の結果から

質問紙の結果から

　平成26年度全国学力・学習状況調査が、４月22日（火）に小学６年生、中学３年生を対象に実施され、８月26日（火）
には全国の結果が公表されました。

≪小学校≫ 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ ≪中学校≫ 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ
町 69.9 53.9 77.6 55.6 町 １校しかありませんので、公表しません。

全国（公立） 72.9 55.5 78.1 58.2 全国（公立） 79.4 51.0 67.4 59.8
県（公立） 73.7 58.3 78.9 58.7 県（公立） 80.5 51.8 64.1 57.5

質　問　項　目
小学校 中学校

全国 雫石 全国比 全国 雫石 全国比
携帯電話やスマートフォンをもっていない 46.3 60.0

＋

13.7 23.5 39.2

＋

15.7
家の人が授業参観や運動会など学校の行事によく来る 81.2 82.9

＋

1.7 83.1 91.8

＋

8.7
今住んでいる地域の行事に参加している、どちらかと言えば
している 68.0 77.2

＋

9.2 43.5 61.4

＋

17.9

家で授業の復習をしている、どちらかと言えばしている 54.0 70.0

＋

16.0 50.4 75.3

＋

24.9
国語の勉強は好きだ、どちらかと言えば好きだ 59.2 62.9

＋

3.7 58.2 50.6 －7.6
算数／数学の勉強は好きだ、どちらかと言えば好きだ 66.1 59.3 －6.8 56.6 69.6

＋

13.0
テレビ、ビデオ、ＤＶＤを見るのは１日当たり３時間未満だ 61.9 59.9 －2.0 68.5 63.3 －5.2
自分には良いところがあると思う、どちらかと言えばあると
思う 76.1 72.9 －3.2 67.1 60.1 －7.0

読書が好きだ、どちらかと言えば好きだ 73.0 70.7 －2.3 69.4 54.4 －15.0
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今年の親子読書のつどいは、11月８日（土） 9：00～11：40　　中央公民館・図書館で開催！
　５会場での読み聞かせお話し会をメインに、楽しさ・おもしろさ満載のプログラムがいっぱい！ちょっとステキな
参加賞も準備しました。子どもたち、中・高校生、お父さんお母さん、地域の方々、是非ご参加ください。

オープニングで本の紹介 ・・・9：00～9：15
　だれがお話を紹介してくれるかな？

読み聞かせお話し会 ・・・9：20～10：00
　幼児、小学校１年生､ ２年生、中学年、高学年以上と、５会場でのお話し会を楽しんでく
ださい。

スペシャルお話し会 ・・・10：05～10：35
　「森の声　風のささやき～カナダのおはなしイヌイットのおはなし～」ストーリーテラー古屋和子さん

雫石・語りっこの会による昔語り ・・・10：40～11：10
　寸劇も入れて２～３話を紹介します。

子ども向けクイズ大会＆中高生・大人向け「古屋和子さんによるミニ講座」・・・11：10～11：30
　雫石町ジュニアリーダーズクラブ「SKY」メンバーによる読書クイズ大会とミニ講座
「人生には七つのステージがある～インディアンの生き方～」

エンディングセレモニー ・・・11：30～11：40
　＜解　散＞ステキな参加賞（手作りしおり）をもらって帰ってね !

わくわく！「おすすめの本　交換の広場」・・・11：40～12：10
　好評につき、今年度は対象を広げました。幼児・小学生・中高生対象！
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【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

～みんな集まれ！「第８回雫石町親子読書のつどい」ミニ特集

①新しい教育委員会制度について
委員 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一
部を改正する法律」（以下、「新しい教育委員会制度」
という。）が平成26年６月20日に公布され、平成27年
４月１日より施行されるようだが、どのような内容か。
教委 現行の教育委員会では、委員長と教育長がそれぞ
れの職務を行っていますが、新しい教育委員会制度で
は委員長と教育長を一本化し、新「教育長」として地
方公共団体の長が議会の同意を得て任命することにな
りました。また、地方公共団体の長と教育委員会との
連携を図るため「総合教育会議」が設置され、教育行
政の「大綱」等を協議・策定することとなりました。

 教育委員会定例会リポート（８・９月）
― その１　議案編（９月）　9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（８月） ―
②町営体育館の暖房設備について
委員 町営体育館の暖房設備について予算計上したよう
だが、どのような内容か。
教委 当初からの設置であれば、床暖房が全体を温める
に良いとの評判ですが、今回は既存の施設に設置する
こともあり、遠赤外線パネルヒーターを採用しました。
この遠赤外線パネルは、人が近づくと熱を感じ、ある
程度は温まるとされています。エネルギー源は、現在
の原油価格及び設置費等により試算をした結果、電気
を用いることとしました。利用者の皆様に満足してい
ただければと思っております。

＊ このほかにも、小学校統合の進め方、小学校交流スポーツ大会開催の可能性、小学校軟式野球大会時における校庭
の使用、東京芸術大学合宿招へい事業の開催時期、町営野球場の老朽化、富士市との交流時の川遊びなどについて
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）

【講師・古屋和子さんプロフィール】
早稲田小劇場、横浜ボートシアターを経て、一人語りのパイオニア的存在。
北米各地の大学でワークショップを行い、ストーリーテリング・フェスティ
バルに出演。先住民居留地に滞在、語りを交換。古典から童話まで幅広いレパー
トリーを持つ。
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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！（8/21～9/20受け入れ分　計140冊）

〈10～11月の休館日ご案内〉
今年度から土日祝日を開館しております（ただし、年末年始を除く）。

【10月】14日（火）、20日（月）、27日（月）
【11月】4日（火）、10日（月）、17日（月）、25日（火）

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！
『心のふるさと（第八集）雫石の寺社』

（雫石町教育委員会）
　意外に自分の地域のことって、分
かっているようで分からないことが
多くありませんか？雫石は寺社仏閣
が多い町ですが、地域の鎮守さまの
由緒など分からないこともたくさん
あるかと思います。この一冊は、町
内の神社やお寺の建立地、ご本尊、
宗派、例祭日、沿革といった情報が
一目で分かる構成になっています。
　地域の寺社を、この本片手に散策されてみてはいかが
でしょうか。意外な発見があるかもしれません。

読み聞かせ・学校図書支援ボランティアを募集しています。詳しくは町立図書館にお問い合わせください。

【日　時】10月18日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・「赤い目のドラゴン」…リンド・グレーン・作
・「だれもしらないヒーロー」
　　　　　　　　　　　……きむら　ゆういち・作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】10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…「おやすみなさいコッコさん」
・かみしばい…「にんじんさんごぼうさんだいこんさん」
・パネルシアター…「はねはね　はねちゃん」
・こうさく…「木の実であそぼう」　　　　　ほか
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

〈つどいの広場「たんぽぽおはなし会」〉
健康センターで11月７日（金）10：30～11：00開催です！

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

● 小説 ●
・明日の子供たち·····································有川　浩
・銀翼のイカロス································· 池井戸　潤
・平蔵狩り ···············································逢坂　剛
・壁と孔雀 ··········································· 小路　幸也
・闇に香る嘘 ······································· 下村　淳史
・山月記 ··················································中島　敦
・仙丹の契り　僕僕先生８ ··················· 仁木　英之
・結婚 ·····················································橋本　治
・緋の天空 ···············································葉室　麟
・マスカレード・イブ ·························· 東野　圭吾
・荒神 ··············································宮部　みゆき
・神の子　上・下·····································薬丸　岳
・ナイト＆シャドウ ·································柳　広司
・ねじまき片想い································· 柚木　麻子

● 一般書 ●
・ブッダの言葉 ···································· …中村　元
・白蓮自叙伝　荊棘の実 ······················ 柳原　白蓮
・阿弖流為 ··········································· 樋口　知志
・虹の向こうの未希へ ·······················遠藤　美恵子
・ある日、私は友達をクビになった
　　　　　　　　 ··················エミリー・バゼロン
・美味しい田舎のつくりかた ················ 金丸　弘美
・鉱物・宝石大図鑑 ·································松原　聰
・放射能の中で生きる、母たちへ ········· 野呂　美加
・不思議で美しい「空の色彩」図鑑 ····· 武田　康男

● ヤング・児童書 ●
・ぼくのおじいちゃん ················ マルタ・アルテス
・すきですゴリラ················ アントニー・ブラウン
・パンプキン ·································ケン・ロビンズ
・みずくみに ······································· 飯野　和好
・へいわってどんなこと？ ··················· 浜田　桂子
・ぬいぐるみおとまりかい ··················· 風木　一人
・じつはよるのほんだなは ··················· 澤野　秋文
・おえかきしりとり ····························· 新井　洋行
・ドラゴンはスーパーマン ················茂市　久美子
・ヘレン・ケラーのかぎりない夢
　　　　　　　 ················· ドリーン・ラパポート
・ヒートアイランドの虫たち ················ 藤原　幸一

シリーズ
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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

中央公民館・こだわりクッキング（11月開催分）
～おとなも“給食！！”

　町内児童・生徒に“特に人気”の給食献立を作っ
て 食べてみませんか。「来てみてわかるおまけの１
品」も計画中！
【開催日・メイン献立】
①11月15日（土）『鮭のホイル焼き』
②11月22日（土）『から揚げ』
【時　間】10：00～13：00（調理→試食→片付け）
【場　所】中央公民館 調理実習室・幼児室
【参加料】各回１人500円
【対象と定員】お料理大好き！興味あり！みんなで
試食したい方・各回先着15人
【申し込み】各締切日（①11月７日、②11月14日）
までに中央公民館へお申込みください。（受付：平
日9：00～17：00）
【託　児】無料託児室を準備します。利用希望の方は、
申し込み時にあわせてお申し込み下さい。

第40回雫石町内継走大会
　小学生の部が行なわれるようになり、ますます白
熱したレースが繰り広げられるようになった本大会！
　今年も町営陸上競技場発着中継会場とし、雫石中
心部を周回する特設コース（小学生の部は、運動公
園周回コースを使用）にて開催します。
　職場・友達・スポーツ少年団の仲間でチームを作
りタスキを繋いでみませんか。
【日　時】11月16日（日）9：30スタート
【チーム編成及び区間】
①一般男子（高校生も含む）　　3.7 km×４人
②一般女子（高校生も含む）　　3.7 km×３人
③中学校男子の部　　　　　 　3.7 km×３人
④中学校女子の部　　　　　 　3.7 km×３人
⑤小学校の部（男女問わない）　1.2 km×４人
【申し込み】所定の申込書に記入の上、10月31日（金）
までに町営体育館に申し込みください。用紙は町
営体育館にあります。

西山公民館パソコン教室・デジカメ画像編集編
　デジタルカメラで撮影した画像のパソコンへの取
り込みから簡単な画像編集方法を実践から学びます。
【日　時】11月13日～12月11日
　　　 　（毎週木曜日・全５回）19：00～21：00
【場　所】西山公民館・パソコン体験実習室
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【受講料】１人1,000円（テキスト代別途・初回受講
時に申し受けます）
【持ち物】筆記用具
【申し込み】10月24日（金）までに西山公民館へお申
し込みください。（受付時間／平日8：30～17：00）

【その他】都合により、日程を調整することがござ
います。また、参加者数が極少数の場合は開催を
見送ることがございます。

御明神公民館・パソコン教室
　パソコンで「案内文」「チラシ」「年賀はがき」な
ど、普段の生活で使う文書等の作成・編集をします。
【日　時】10月27日～12月15日
　　　 　（毎週月曜日・全６回）19：00～21：00
※期間中11月３日、24日は祝日のためお休みです。
【場　所】御明神公民館・集会室
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【受講料】1,000円（テキスト代別途）
【持ち物】筆記用具
【申し込み】10月20日（月）までに御明神公民館へお
申し込み下さい。

第２回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）
～町内史跡めぐり～

“芸能と伝説の里　西山地区”を訪ねて
【日　時】11月５日（水）
　　　　 8：30町役場前集合・出発／15：00解散
【見学場所】旧西山村の史跡や神社等の見学・散策
・南無阿弥陀仏塔　・五輪の塔と一王子権現の碑
・篠ケ川原剣舞供養塔　・森林軌道葛根田川線跡
・ 土樋舘と田堰川　・篠崎八郎の碑　ほか（天候や
交通事情により、変更の場合があります。）

【参加費】1,000円（保険料・昼食代等）
【定　員】先着25人
【申し込み】10月14日（火）～22日（水）までに社会教
育課へお申し込みください（692-6413）。

町営陸上競技場の改修工事について
　陸上競技場は、ただいま一部改修工事が行なわれ
ているため、全面的にご利用ができなくなっています。
　この工事は、トラック部分舗装材一部改修、ライ
ン加工改修などを11月４日（火）まで行う予定です。
　工事期間中、皆様にはご迷惑をお掛けいたします
が、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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②第49回雫石町壮年男子ソフトボール大会　̶９月14日（日）
【優　勝】八区行政区　【準優勝】晴山行政区　【第３位】小松行政区／大村行政区
③第1回雫石町ふれあいジョイフル・スローピッチソフトボール大会　̶９月14日（日）
【優　勝】晴山行政区　【準優勝】御明神体育会

①第43回雫石町民相撲大会　―９月６日（土）
順位 ３年生以下の部 ４年生の部 ５年生の部 ６年生の部 団体の部
優　勝 沼野　慎平（御明神） 沼野　滉平（御明神） 大橋　翔（御明神） 中川　龍星（雫石） 雫石小学校
準優勝 倉橋　悠斗（安庭） 小笠原　彩（安庭） 横欠　海飛（御明神） 小西　光（安庭） 御明神小学校
3　位 相原　龍舞（御明神） 渡邉　岳流（雫石） 澁田　敦樹（安庭） 安庭小学校
4　位 新井　大翔（安庭） 高橋　心太郎（雫石） 高橋　菜暉（雫石）
5　位 澁田　陽樹（安庭） 木村　伊吹（雫石）
6　位 松ノ木　佑太（御明神）
7　位 倉橋　遼斗（安庭）

【バスケットボール男子】　優勝
【バスケットボール女子】　優勝
【バレーボール男子】　優勝
【バレーボール女子】　３位
【バドミントン男子】　優勝

【柔道男子個人】
　　55㎏級　　１位　髙橋　武琉
　　90㎏超級　１位　須藤　駿
　　　　　　　２位　小林　奎斗
【柔道女子個人】
　48㎏級　　２位　晴山　凪葵
　　　　　　３位　川代　杏
　48㎏超級　１位　谷地　望
　　　　　　３位　石山　安奈
【卓球男子】  ２位　中村　悠雅
【卓球女子】ベスト８　村上　哉誼

【バドミントン女子】　準優勝
【柔道女子】　優勝
【ソフトボール】　優勝
【卓球男子団体】　準優勝
【剣道女子団体】　３位

【陸上男子】
・１年100ｍ　 １位　福田　温士
・２年100ｍ　 ３位　髙橋　太星
・２年200ｍ　 １位　櫻田　俊
・２年400ｍ　 １位　櫻田　俊
・２年110ｍＨ １位　髙橋　太星
・共通3000ｍ　１位　杉田　真英　２位　村田　涼輔
　　　　　　　３位　照井　紀之
・共通400ｍリレー
　１位　雫石（正木　佑磨、髙橋　太星、櫻田　俊、
　　　　　　　高藤　成作）
・２年走幅跳　１位　正木　佑磨　２位　高藤　成作
　　　　　　　３位　齋藤　諒
・共通棒高跳　１位　土樋　迅　２位　細川　颯太
【陸上女子】
・１年100ｍ 　２位　簗場　ゆい
・１年1500ｍ　１位　杉田　侑愛　２位　小田　綺花
・１年走幅跳　２位　土樋　奏乃子
・２年1500ｍ　３位　白椛　みずき
・共通砲丸投　３位　沼田　栞音
【バドミントン男子】
　ダブルス　１位　鈴木　悠斗・大和　波瑠組
【バドミントン女子】
　ダブルス　２位　三河　郁美・細川　雅組

《団体結果》

《個人結果》

県大会での選手の活躍を期待しましょう！！
応援よろしくお願いします。

○10月18日（土）～10月19日（日）
　≪バスケットボール≫　　 盛岡市・渋民総合運動公園

体育館ほか
　≪ソフトボール≫　　一関市・唐梅舘総合公園
　≪陸上≫　　盛岡市・岩手県営運動公園陸上競技場
○11月15日（土）～11月16日（日）
　≪バレーボール≫　　盛岡市・盛岡体育館ほか
　≪卓球≫　　宮古市・市民総合体育館
　≪バドミントン≫　　奥州市・総合体育館
　≪柔道≫　　一関市・総合体育館
　≪剣道≫　　盛岡市・岩手県営武道館

町内各種スポーツ大会結果報告（敬称略）報告

団体６種目・個人13種目で優勝‼岩手地区中学校新人体育大会結果
 （県大会出場分紹介・敬称略）―９月20日（土）～21日（日）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！

「無限大～尽きることのない可能性～」雫中生の大いなる可能性を示した雫中祭
雫石中学校　副校長　菅原　浩樹

報告
　雫石中学校（三船俊光校長、全校生徒474人）の文
化祭「雫中祭」が９月27日（土）に開催され、ご家族、
卒業生、地域の方々など、今年も多くの皆様に来校い
ただきました。
　合唱コンクールでは、学年合唱に続き、学級ごとの
発表が行われました。学級紹介のコメントにはそれぞ
れの思いが綴られ、どの合唱も思いのこもった素晴ら
しい発表になりました。また、審査委員長の姥屋敷小
中学校小野校長先生からは、講評と併せて直接ご指導
いただくなど、次につながる貴重な学習の場となりま
した。

　その他、「吹奏楽部コンサート」、「わたしの主張」、「英
語弁論」、「応援団・チア」発表などが行われ、聴衆生
徒とチアリーダーが一緒に踊ったダンスなど、工夫を
凝らした内容で盛り上がりました。
　各種展示も「普段の学習・活動の成果を発表する」
というねらいにふさわしい展示が行われ、「学部両立」
を目標とする雫中生の大いなる可能性を示した文化祭
になりました。

戸沢氏発祥の地・当町からも多数参加！第２回戸沢サミットin新庄

1,000年以上続いた縄文のムラ・小日谷地ⅠＢ遺跡発掘調査説明会報告

報告
　８月25日（月）、国指定無形民俗文化財「新庄まつり」に
合わせ、戸沢公にゆかりのある雫石町、秋田県仙北市、茨
城県小美玉市・高萩市、山形県新庄市の関係者が一堂に会
し、第２回戸沢サミット in 新庄が開催されました。
　記念講演では、「新庄まつり」と戸沢氏の関わりも紹介
され、滴石史談会の呼びかけで参加した約35人の町民の
方々も熱心に耳を傾けていました。また、参加町民代表が
戸沢氏にまつわる寸劇を披露し、他自治体参加者からも好
評を得ていました。
　なお、このサミットは、来年度は仙北市、２年後に雫石
町での開催が決定しています。

参加自治体あいさつ

町民による寸劇披露

全学年が心を一つにして歌った
全校合唱「予感」「校歌」

聴衆生徒も参加し、大いに盛り
上がった吹奏楽コンサート

雫中魂ここにあり！
一糸乱れぬ応援団・
チア発表

　９月27日（土）、町中央浄水場付近に広がる縄文時代の遺跡・小日谷地ⅠＢ遺跡の発掘調査現地説明会を開催し
ました。当日は天気にも恵まれ、町内外から約25人の参加者を迎え、９回目となる今年度の調査結果について、
担当者から説明がされました。今回初めて「翡翠（ひすい）」と見られる石などが見つかっており、参加者はそ
れらの貴重な遺物を熱心に観察していました。

出土した遺物の展示担当者の説明を聞く参加者 翡翠と見られる石
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広報「教育しずくいし」11月号は　11月13日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　先日念願の富士登山に挑戦しました。昨今の登山人気で山道が
大渋滞し、一歩も進まない時間もありましたが、なんとか山頂で御
来光を拝むことができました！そんな登山ブームの中、発生した御
嶽山噴火…駒ヶ岳・岩手山を擁する雫石町に住む私たちも他人事
ではありません。今一度災害に対する備えを確認しましょう。（Ｎ）

　先月も書きましたが、秋～冬は行事盛りだくさん！ざっと挙げ
ると…総合芸術祭→親子読書のつどい→無形文化財芸能祭→教育
振興運動実践交流会→成人式と、その間にジュニアリーダーの定
例会・イベントが入ります（すべて休日出勤）。全部とは言いま
せん。１つでもご来場ください！待ってマース。（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。

地域と共に！140周年～ 上長山小学校　校長　目時　雄二

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№113　上長山小学校　編～

　上長山小学校は今年度で学校創立140周年を迎える歴
史ある学校です。明治 7年、地域の文教の礎としての長
山小学校が開校しました。その後、早坂小学校、上長山
小学校と改称しながら時代とともに歩んできました。現
在の校舎は昭和59年に建てられ、30年以上経ちますが、
1年生から 6年生が縦割り班で協力して清掃活動を行っ
ているので、校舎やその周辺はとても綺麗です。そして
校舎の 2階、校庭から間近に見える秀峰「岩手山」はい
つも優しく学校や子どもたちを見守ってくれます。

　今年の運動会は創立140周年記念大運動会として、
PTAや地域の皆様にご協力、ご支援いただきながら開
催しました。広い校庭では、午前中は小学校の運動会、
午後は地区民運動会が行われ、学校行事を応援してくだ
さる地域の方々と各地区の一員として活躍する上長山の
子供たちの姿が印象的でした。また、今年度は、雫石町
の復興教育指定校になり「郷土を愛し、その復興・発展
を支える人材の育成」をめざし取り組んでいます。 7月
には宮古市田老を 3年生以上の児童で見学し、被災した
様子や復興している街並みを胸に刻み、 8月には地域の
学校として岩手県防災訓練にも参加しました。これから
も新たな時代を上長山小学校は歩み続けます。

【10月】
13日㈪ 雫石ベースボールクラシック2014
17日㈮ 雫石高校思郷祭（18日まで）
18日㈯ 七ツ森小学校学習発表会
　　　 岩手県中学校新人体育大会（前期）（19日まで）
22日㈬ 岩手地区中学校総合文化祭
24日㈮ 教育委員会議
25日㈯ 小学校学習発表会（雫石・上長山・下長山・

西根・御明神・橋場・南畑・安庭）
　 雫石小学校創立140周年記念式典
26日㈰ 大村小学校学習発表会
【11月】
１日㈯ 雫石町総合芸術祭（３日まで）
　　 七ツ森小学校創立30周年記念式典
 雫石町民バドミントン大会（２日まで）
２日㈰ 御所地区秋季グラウンドゴルフ大会

７日㈮ 小・中学校音楽会
８日㈯ 上長山小学校創立140周年記念式典
 雫石町親子読書のつどい
９日㈰ 雫石地区行政区対抗卓球大会
　 御所地区卓球・綱引き大会
　　 西山地区ソフトバレーボール大会
　　 総合運動公園屋外施設・各地区運動場利用最

終日
15日㈯ 県中学校新人体育大会（後期）（16日まで）
16日㈰ 雫石町内継走大会
21日㈮ 教育委員会議
23日㈰ 雫石町無形文化財芸能祭
25日㈫ 小・小連携交流会【会場：御明神小学校】
 （雫石１組・御明神・大村・南畑・安庭）
26日㈬ 小・小連携交流会【会場：七ツ森小学校】
 （雫石２組・七ツ森・上長山・下長山・西根）

● 10～11月の主な行事予定 ●

140周年記念大運動会

宮古市田老での被災地見学

校舎に掲げられた記念看板
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