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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

何がすき　ぼくはとっても　本がすき （高藤　大空　南畑小 4年）

「町の芸術文化のさらなる飛躍を」　☆祝☆第50回雫石町総合芸術祭特集

　11月１日（土）～３日（月）、第50回雫石町総合芸
術祭を開催しました。今年度は、第50回の開催と
町芸術文化協会の創立50周年を祝い記念式典が行
われ、町の芸術文化の発展に貢献した東根末吉さ
んと松浦ケイさんに感謝状が贈呈されました。続
いて、雫石郷土芸能伝承活動細川会による記念ア
トラクションが披露され、おめでたい席に華を添
えました。
　展示部門では、絵画、写真、手工芸、町の花で
ある菊花などに加え、在京雫石町友会の方々の作
品や県芸術祭入選作品、町に縁がある先生方の絵
画も特別作品として展示され、約700点の作品が
来場者を迎えました。
　また、野菊ホールプログラムとして、第50回開
催を祝い、１日の舞台部門では初めての試みとし
てコラボレーション演奏を行い、２日には第28回
雫石町民音楽祭が同時開催され、多くの方々が来
場し、芸術に触れる機会を楽しみました。

【写真提供】村上写真館
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【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）
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御明神小学校創立140周年記念集会－９月5日（金）

雫石小学校創立140周年記念学習発表会及び記念式典―10月25日（土）

下長山小学校創立140周年記念式典―９月21日（日）

　この記念集会は、児童会執行部が中心となり企画したもので、当日も
執行部が司会を行うなど温かい集会になりました。
　学年発表では、１年生は「学校大好き」、２年生は「学区たんけんで
見つけたよ」、３年生は「御明神のすきな風景と校舎」、４年生は「この
木何の木？～学校の木を紹介します～」、５年生は「明小☆歌に歴史あ
り～給食の歌＆校歌～」、６年生は「明小の歩み平成バージョン」とテー
マを定め、それぞれの学年が複数のグループに分かれ、観察、研究した
題材を発表してくれました。
　また、140周年記念パンコンクールも行われ、夏休みの課題として児
童が考えた作品の中から最優秀作品に選ばれた「校章パン」が、参加者
全員に配られました。このパンは、中央部分は「メロンパン」、檜の３
つの葉の部分は「ずんだあん」が入ったアンパンでできているもので、
大変好評でした。ちなみに児童が考えた原作の３つの葉の部分は、「ク
リーム」あん、「ジャム｣ あん、｢ピーナツクリーム｣ あんの３種のアン
パンでした。その他にも、「養殖銀鮭とふれあい体験」と題した銀鮭つ
かみ取り大会、記念植樹等が行われました。

　学習発表会は、「140周年の感動と笑顔を伝えよう」を児童会スロー
ガンとし、６年生代表による青空太鼓の力強い演奏からスタートしま
した。各学年の歌や演舞そして創作劇など今までの練習の成果が存分
に発揮され、どの学年もとてもすばらしい発表でした。
　引き続き行われた創立140周年記念式典では、深谷政光町長、雫石
小学校同窓会・佐々木正志会長よりご祝辞をいただきました。また、
児童代表の６年生６人が、「地域の皆様や同窓会の皆様、先輩方・先
生方など私たちを支えて下さっているたくさんの方々に感謝する気持
ちを持ち続け、140年の歴史や伝統の意味を考え、受け継ぎ、明日か
らの新たな歴史をつくっていきます。みんなで協力し合い、明るく楽
しい雫石小学校をつくっていきます。」と代表の言葉を述べ、最後に、
記念式典に参加された方々全員で校歌を斉唱しました。

　当日は、様々な行事にご協力いただいている地域の方々、教諭として
お世話になった先生方等、100人以上の皆様にご参加いただきました。
　式典では、１・２年生が「西山小唄」、３・４年生が「YOSAKOI」、
下長山小学校の伝統芸能として、５・６年生が「豊年太鼓」をそれぞれ
発表しました。各学年団ともおそろいのハッピで、日ごろの練習の成果
を存分に発揮した力強い踊りを披露してくれました。
　また、記念事業の１つである『学校遊具整備事業』では、「４連ブランコ」
と「滑り台」の整備が行われました。点検の結果、撤去することとなっ
た遊具の代替えとして整備したもので、８月25日の除幕式の後、休み時
間を中心に積極的に活用されています。
　同じく記念事業の１つとして行われた『図書室整備事業』では、児童
文学評論家の赤木かん子氏の指導をいただき、図書室を改造しました。
改造後は、以前よりも図書室を利用する子どもが増えるなど、大変有意
義な事業となりました。

特集 ～町内小学校創立記念特集（前編）～

５・６年生が発表した「豊年太鼓」

１・２年生が発表した「西山小唄」

学年発表の様子

雫石小学校同窓会
佐々木正志会長

参加者全員に配られた
校章パン

６年生６人による児童代表の言葉
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　２回目の教育実践研究会は、雫石小学校で「国語」、下長山小学校で「算数」の教科を11月20日（木）に実施
します。

橋場小学校「体育」

安庭小学校「理科」

第２回小・小連携交流会を開催します！ ―11月25日（火）・26日（水）告知

～第１回雫石町教育実践研究会を実施しました～ミニ特集

①岩手雫石ライドについて
委員 昨年から「岩手雫石ライド」に関わっているが、
選手がエイドステーション（食料等の補給場所）でゆっ
くり食べたり飲んだりしている。その時間は、レース
結果に影響はないのか。
教委 この自転車レースはタイムを競うのではなく、交
通ルールの下、周囲の景色等を楽しみながら走るのが
目的です。２回目となる今回は、希望者は軽トラ市に
も立ち寄れるコース設定としました。参加者には、町
内の風景を満喫していただき、エイドステーションで
は、きのこ豚汁、町内産米おにぎり、つきたてのお餅
などを振舞い、好評をいただきました。

 教育委員会定例会リポート（９・10月）
― その１　議案編（10月）　10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（９月） ―
②平成28年度の国体開催について
委員 先日、岩手町教育委員会国体準備室の担当者の講
演を聞く機会があったが、雫石町にも国体準備室は設
置されているか。
教委 国体対応の担当は決まっており
ますが、国体準備室は設置されてお
りません。現時点では、宿泊担当、
競技担当など、分担して準備する体
制になっております。ただ、今後、
それぞれの担当同士の調整も必要となってきますの
で、引き続き国体専属の職員を配置するよう要望して
まいります。

＊ このほかにも、小学校統合の進め方、学校連絡網の七ツ森小での試行、わたしの主張岩手県大会、戸沢サミットの
来年度の予定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）

　25日（火）には、御明神小学校を会場として、雫石小（２組）、御明神
小、大村小、南畑小、安庭小学校の児童67人が、26日（水）には、七ツ森
小学校を会場として、雫石小（１組）、七ツ森小、上長山小、下長山小、
西根小学校の児童79人が交流を行います。
　この事業の目的は、クラス替えの経験のない子ども達に、集団との関
わり方や社会性を身につけてもらい、スムーズな中学校への移行につな
げようとするものです。
　どちらの会場も、９時５分から12時までの予定となっており、どなた
でも参観可能ですので、ぜひ会場にお出で下さい。昨年度の小・小連携交流会の様子

　10月９日（木）、今年度の第１回雫石町教育実践研究会を開催
しました。これは、子ども達の「確かな学力」を育むためには、
教員一人ひとりの「授業力の向上」が不可欠であるとの考えか
ら、町内全校で研究・研修に取り組んでいるものです。
　橋場小の「体育」では、３・４年生（複式学級）がとび箱の「台
上前転」ができることを目標とし取り組みました。児童同士で
それぞれの課題を話し合ったり、ビデオカメラで撮影した自分
の動きを客観的に見たりすることで、最終的には全員が合格を
得ることができました。
　安庭小の「理科」では、３年生が「ゴムの働きによって物の
動き方はどのように変わるのだろうか」という問題をゴムで動
く車を使用して学び、５年生は「振り子の１往復する時間は、
何によって変わるのか」という問題を、実際に振り子の長さや
おもりの重さを変えて動かす実験を行いました。どちらの学年
も、実験を通して実際に現象に触れることで理解を深めました。
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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！（9/21～10/20受け入れ分　計140冊）

〈11～12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）。

【11月】17日（月）、25日（火）
【12月】1日（月）、8日（月）、15日（月）、22日（月）、29日（月）～1月3日（日）（年末年始）

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！
『壬生義士伝　上・下』

（文芸春秋）浅田次郎：著
　南部藩の脱藩浪人で後に新撰組
隊士となる「吉村貫一郎」が主人
公であり、その妻「しず」が雫石
出身ということで、雫石が物語の
随所に登場します。
　作者・浅田氏の長女が岩手の医
科大学に入学し、盛岡で一人暮ら
しを始めたことから、何度か盛岡
を訪れ、盛岡（南部藩）藩士を主人公にした作品を制作
しようとしたことが、本作のきっかけと言われています。
　14年前の作品ですが、色あせない名作です。

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】11月22日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】雫石の野原や森が舞台となっている？
　《宮沢賢治さんの童話２つ》
・ 「どんぐりと山猫」…まわりの山は、みんなたったい
まできたばかりのようにうるうるもりあがって ･･･
まるで七ツ森のよう。

・ 「おきなぐさ」…自然循環のお話、七ツ森、小岩井農
場、御明神の地名がででくるよ！
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】11月20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…「あぶくたった」
・かみしばい…「？？？」お楽しみに！
・パネルシアター…「カレーライス」
・こうさく…「リースをつくろう」　　　　　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12月５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 ●
・阿蘭陀西鶴 ····································朝井　まかて
・産む、産まない、産めない ·············甘糟　りり子
・アイネクライネナハトムジーク ······伊坂　幸太郎
・ゆずこの形見 ·································伊藤　たかみ
・奇妙な遺産 ····································大村　友貴美
・関所破り定次郎目籠のお練り ············ 佐藤　雅美
・猫が足りない ········································沢村　凛
・スターダストパレード ······················ 小路　幸也
・妻恋坂情死行 ········································鳥羽　亮
・群青のタンデム································· 長岡　弘樹
・かたづの！ ······································· 中島　京子
・フォルトゥナの瞳 ····························· 百田　尚樹
・歌舞伎町ダムド································· 誉田　哲也
・黒猫の約束あるいは遡行未来 ················森　昌麿
・メッセンジャー······················· ロイス・ローリー

● 一般書 ●
・ギネス世界記録2015 ······· クレイグ・グレンディ
・おかげさまで生きる ·························· 矢作　直樹
・教師の本分 ······································· 尾木　直樹
・スマホで馬鹿になる ·························· 和田　秀樹
・双子の遺伝子 ·······················ティム・スペクター
・高血圧を下げるおいしい献立 ············ 忍田　聡子
・土鍋ごちそうレシピ ·······················谷島　せい子
・上達！手作りウッドデッキ ···学研パブリッシング
・毒きのこ ··········································· 新井　文彦
・広告20世紀 ······································· 天野　祐吉
・食材偽装 ··········································· 森田　満樹
・なんでこれが交通違反なの!? ············ 今井　亮一

● ヤング・児童書 ●
・鹿の王　上・下······························上橋　菜穂子
・死神うどんカフェ１号店２杯目 ······石川　宏千花
・客室乗務員になるには ······················ 鑓田　浩章
・池上彰の現代史授業　昭和編１ ·············池上　彰
・動物の迷路 ····································香川　元太郎
・ライオンのひみつ ··························池田　菜津美
・おはなしきょうしつ ················ さいとう　しのぶ
・モンスター・ホテルでたんていだん ···· 柏葉　幸子
・トンネルに消えた女の怖い話
　　　　　　　　 ···········クリス・プリーストリー

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（12月開催分）
～おとなも“給食！！”

　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！
【開催日・メイン献立】
①12月６日（土）『簡単ピラフ（混ぜ込みピラフ）』
②12月13日（土）『チリコンカン』
【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28日、②12月５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。

御所公民館～トールペイント教室～
　テーマは”お正月”。ステキな木工雑貨を作って
飾り、新しい年をスタートしませんか？
【日　時】12月26日（金）10：00～12：00
【場　所】御所公民館
【講　師】鈴木　紀美子さん
【受講料】小学生以上一人500円（材料費込み）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【申し込み】12月19日（金）までに御所公民館へお申
し込みください（受付：平日8：30～17：15）。

御所公民館～キャラ弁教室～
　今回は、パーティーにぴったりなキャラクター料
理に挑戦します !親子での参加大歓迎 !!
【日　時】12月23日（火・祝）10：00～12：00
【場　所】御所公民館
【講　師】田代　真弓さん
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【受講料】小学生以上一人500円
【持ち物】エプロン・三角巾・手拭き用タオル・お
弁当箱　☆カメラの持ち込みもOKです。

【申し込み】12月15日（月）までに御所公民館へお申
し込みください。

【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ください。

第９回雫石町民ゲートボール大会
　初心者チームも上位入賞可能！お誘いあわせのう
え、ぜひご参加ください。個人参加も大歓迎します!!
【日　時】11月23日（日）8：30～15：30
【場　所】町営ゲートボール場
【チーム編成】
・ 原則として行政区対抗とし、チームは５人以上で
構成します。参加者が５人に満たない行政区は、
１人からでも参加できるものとし、その際は事務
局において混合チームを編成します。
・ 希望により、監督を町ゲートボール協会から派遣
します。

【その他】
・スティックなどの用具は協会で準備します。
・ 大会前には協会メンバー指導の下に、練習指導や
ルールの説明も親切に行います（練習日：毎週水
曜日を除く毎日21時まで・下記まで要申込み）。

【申し込み】町営屋内ゲートボール場（水曜定休・
695-2031・担当：木村）またはゲートボール協会
（090-7326-5631・溝上）にお申込みください。

雫石町営屋外体育施設冬期休場のお知らせ
　町営野球場、陸上競技場、テニスコート、グラウ
ンドゴルフコース及び各地区運動場は、11月10日
（月）～４月下旬まで冬期休場となっております。な
お、陸上競技場のトラック部分は、積雪が無い限り
11月30日（日）までご利用が可能です。

～「第12回雫石町民劇場『１
いち

＋
たす

１
いち

＝
は

∞
むげんだい

』いよいよ旗揚げ！」～
≪平成27年１月25日（日）の公演日をお楽しみに！≫

入場前売券は11月19日（水）中央公民館及び地区公民館で発売開始！
　10月24日（金）、町民劇場の旗揚げ会を中央公民館で開催しました。
今回の原作者である滝沢市在住の神玲子さんをお迎えし、「このお芝居
を見た人が、『また明日から頑張ろう』という気持ちになっていただけ
たら嬉しいです。」と作品への思いをお話いただきました。酪農家を舞
台にした８人家族のファミリーストーリー！これから約40回の稽古を
経て本番に向かいます。町民手作りの舞台をどうぞお楽しみに！
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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！

　参加者35人を大歓迎するかのような雲一つない秋晴れの中、秋田県北
秋田市森吉山麓桃洞沢を散策し、素晴らしい景色を堪能することができ
ました。
　「しっとり落ち着いた黄葉真っ盛りのブナの巨木林を通り抜け、燃え
る秋という表現ぴったりの山々が屏風のように取り囲む沢に出る。足を
踏み入れると水面に紅葉が揺れて写る。まるで紅蓮の炎に取り囲まれて
いるかのような錯覚に陥る。さらに上流に向かうとまさに奇岩としか言
いようのない桃洞の滝に出会う。しばしうっとりとして見上げる。」
　全員言葉では表現しきれない感動と興奮を覚えて帰ってきました。当日の写真集は、町営体育館にて自由に閲覧
できますので、ぜひご覧ください。

　10月13日（月・祝）、町営鴬宿運動場で「雫石ベースボールクラシック
2014」が開催されました。
　曇り空の下での開催でしたが、町内の野球好き６チーム総勢80人が集
結し、２リーグで予選を行った後順位決定戦を行いました。ホームラン
やスライディングキャッチなど多彩なプレーが出る好試合が繰り広げら
れ、プレーヤーは勿論、観戦者からも拍手と歓声が湧きあがる大会でし
た。その結果、22、23歳の同級生で結成した「安庭ヤンキース」が見事
優勝を果たしました。なお、この大会の上位成績は次のとおりです。
【優　勝】安庭ヤンキース【準優勝】ニーズ開発【第３位】のぶ～ず

①岩手県中学校新人大会（前期）（入賞者分）
　　　　　　　　―10月18日（土）～19日（日）

《陸上男子》
【２年100ｍ】　 ２位　髙橋太星
【共通200ｍ】　 ７位　櫻田　俊
【共通400ｍ】　 ３位　櫻田　俊
【共通110ｍＨ】 １位　髙橋太星
【共通1500ｍ】 ４位　村田涼輔
　　　　　　　 　６位　照井紀之
【共通3000ｍ】 ４位　村田涼輔
【共通走幅跳】　 ６位　正木佑磨
【共通棒高跳】　 ２位　土樋　迅
　　 ５位　細川颯太
【共通400ｍリレー】 ６位　雫石（正木佑磨、髙橋太星、
　　　　　　　　　　　　櫻田俊、高藤成作）
【総合】　 ２位　雫石（53点）
《陸上女子》
【１年100ｍ】　 ４位　簗場ゆい
【１年1500ｍ】 ７位　小田綺花
【共通走幅跳】  ６位　藤本真澄

④雫石町民グラウンド・ゴルフ大会　―10月12日（日）
《男子》　　　　　　 　《女子》
【優　勝】高橋健冶　　【優　勝】安陪京子
【準優勝】小西　仁　　【準優勝】佐藤トメ
【第３位】佐山武史　　【第３位】吉田邦子

②岩手県中学校駅伝大会　―10月18日（土）～19日（日）
《男子》　10位　雫石（杉田真英、村田涼輔、松井僚亮、
桐山大輝、小志戸前祐希、照井紀之）
《女子》　３位　雫石（横手純寧、小田綺花、中村綾、
松井優芽、杉田侑愛）　 ※東北大会出場
③雫石町スポーツ少年団秋季野球大会　

　　　　　　　　―10月４日（土）～５日（日）
《メインの部》
【優　勝】雫石ダイナミックス野球スポーツ少年団
【準優勝】御明神ゴールデンイーグルス
《育成の部》
【優　勝】西山ボンズ Jr
【準優勝】御明神ゴールデンベアーズ

素晴らしい景色を堪能！　～雫石町民ハイキング ―10月12日（日）報告

同級生チーム「安庭ヤンキース」が優勝！雫石ベースボールクラシック報告

県新人戦、今年も雫中生大活躍！ ～各種スポーツ大会結果（敬称略）報告

　なお、８月に行われたジュニア選抜大会で標準記
録を突破した１年1500ｍ出場の杉田真英さんと110
ｍＨで優勝した髙橋太星さんは、10月31日～11月２
日開催の第45回ジュニアオリンピック陸上競技大会
に出場しました。

優勝した
髙橋太星さん

優勝した雫石ダイナミックス野球スポーツ少年団
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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！

平成26年度雫石町教育振興運動実践交流会　開催！告知
　　　　　　　　【日　時】12月６日（土）9：00～12：00　【今年度は、午前中の開催となります。】
　　　　　　　　【場　所】中央公民館・野菊ホール
☆　開会行事・・・9：00～　 　平成26年度家読標語コンクールの表彰式も行います。
☆　実践報告（活動発表）・・・9：30～　　七ツ森小・雫石高校実践区からの報告です。
☆　講演会・・・  10：40～　　 国立病院機構仙台医療センター
　　　　　　　　　　　　　　　 小児科医長　田澤　雄作　氏の講演

　「世界一寂しい世界一自分に自信のない日本の子どもたち：テレビ・ゲーム・スマ
ホの光と影」と題し、新たな子どもの社会問題が起こっている現代の日本において、
子どもたちが幼い時代から接触しているテレビ・ビデオ・ゲームなどの映像メディア
の影響について講演をしていただきます。

☆　閉会行事・・・11：50～12：00

<実践交流会の紹介>
　 七ツ森小学校実践区 …学校・家庭・地域が連携し、読書活動の推進、米作りなどの体験活動、さんさ踊り、
宮沢賢治とのゆかりを大切にした学習などに取り組んでいます。今年度は創立30周年を記念して行った子ど
もたちによるオキナグサの植栽、小岩井小学校時代からみかんと米で交流が続いている静岡市の「山崎さん」
をお迎えするなどの実践をご紹介します。
　 雫石高等学校実践区 …地区唯一の高校として、生徒の多様な選択に応えられる、魅力ある学校作りを
進めるための教育活動を紹介します。また、本校の力強い伝統として根付いている郷土芸能委員会の活動の
様子を紹介します。

雫石の子どもたちの未来のために～児童書・絵本などの企画展開催中

祝・全国大会出場☆雫石高等学校ボート部
　上中屋敷・倉橋組が東北新人大会で見事優勝！報告

告知
　秋の読書週間（10/27～11/9）にあわせ、町立図書館では、児童向
けの企画展示貸出しをしています。
　これは、上原小児科医院・上原充郎院長と開院40周年記念チャリ
ティコンサート実行委員会（上田武夫委員長）から“子どもたちの未
来のために”と児童書・絵本等約120冊、27万円相当のご寄贈を頂い
たものです。10月28日（火）の展示貸出の開幕には上原院長が上田委員
長とともに来館、「すこやかに、さわやかに、明るく、知的に、子ど
もたちの役に立ってもらえれば」と話されていました。
　約半分は、児童文学評論家・赤木かん子氏が選書してくださり、お

医者さまからの寄贈という事で、自然科学が中心です。子どもが喜んで読む大人向けの図鑑やハンドブックもあ
り、大人も見ごたえのあるラインナップです。残りの半分は、人気の魔女シリーズや絵本など司書が選書しました。
　ゾロリの絵葉書もプレゼント中！年内展示しておりますのでぜひお立ち寄りください。なお、「家読おすすめ
の本」の展示貸出しも行っています。

　９月18～21日、福島県で行われた第29回東北高等学校選抜ボート大会
（東北新人大会）において、雫石高等学校ボート部の上中屋敷拓志さん・
倉橋正斗さん（ともに２年生）が男子ダブルスカルで見事優勝を果たし、
来年３月静岡県で行われる全国大会に出場することが決定しました。
　雫石高校ボート部は、８月に行われた県高校新人大会でも、上中屋敷・
倉橋組が男子ダブルスカルで優勝、女子シングルスカルでは浦田琳さん
（１年生）が堂々の優勝、工藤朋美さん（１年生）が第３位という好成
績を収め、男女ともに総合の部で第２位に輝いています。
　これからも、雫高生の活躍を期待し、町全体で応援しましょう！
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広報「教育しずくいし」12月号は　12月11日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　先月、生涯文化課主催「美女トレ」に参加してみました。呼吸法
＆瞑想とフィットネス体験、美と食、マネー、美容の話と盛りだくさ
ん＆目からうろこの内容ばかり！そんな講座がたったの1,500円
とお得感いっぱい☆毎号５ページには、そんなお得でためになる
講座情報を掲載中です！ぜひチェックしてみてください。（Ｎ）

　今年の総合芸術祭舞台発表は、50回の節目に合わせ初めて部門
を超えたコラボレーション演奏に挑戦しました。決定から当日まで
約１ヶ月という短い期間の中、各部門のみなさんが協力して取り組
んだおかげで、緊張の中にも楽しく公演を行うことができました。
舞台部門の皆さん、ありがとう＆お疲れさまでした！（Yasu）

次回は御明神保育所からの情報をお送りする予定です。

たくさんの感謝と「輝く未来」～30周年記念事業を通して～
七ツ森小学校　副校長　多田　敢

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№114　七ツ森小学校　編～

　11月１日（土）、たくさんの来賓や地域の皆様にご
臨席いただいて、本校創立30周年記念式典を開催い
たしました。式典では、地域の皆様の本校に寄せる
思いをあらためて感じる御祝辞をいただきました。
　本校伝統の金管バンドの演奏では、開校時に寄贈
された金管楽器と先輩たちの思いを引き継ぎ、これ
からも頑張っていく決意を５・６年生の演奏と卒業
生も加えた合同演奏で表すことができました。
　全校発表「輝く未来」では、「七ツ森」をこよな
く愛した宮澤賢治作品の群読と合唱などで、日頃の
感謝の思いと未来への決意を表現することができま
した。

　また、小岩井小学校時代から37年間本校にみかん
を送り続けていただいている静岡県の山崎さんを記
念式典に招待しようと、米作りで「種まき」から「販
売」まで５年生を中心に全校で取り組みました。式
典では、その売上金をもとに山崎さんをご招待し、
直接長年の感謝の気持ちを伝えることができました。
　この記念事業を通して、たくさんの地域の皆様に
支えられていることをあらためて実感しました。協
賛いただいた地域の皆様、企業の皆様に御礼申し上
げるとともに、これを機会に、ますます地域と連携
して子ども達の「輝く未来」を創造していきたいと
考えています。

【11月】
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（雫石１組・御明神・大

村・南畑・安庭）【会場：御明神小学校】
26日㈬ 小・小連携交流会（雫石２組・七ツ森・上長

山・下長山・西根）【会場：七ツ森小学校】

【12月】
６日㈯ 雫石町教育振興運動実践交流会
 御所地区ゲートボール大会
13日㈯ 県中学校ソフトテニス・インドア大会（14日まで）
18日㈭ 大村小学校終業式
22日㈪ 小・中学校終業式（七ツ森・上長山・御明

神・橋場・雫石中）
24日㈬ 小学校終業式（下長山・南畑）
25日㈭ 小学校終業式（雫石・西根・安庭）
 教育委員会議

● 11～12月の主な行事予定 ●
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