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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

伝記読み　理想の生き方　考える （上野　鈴夏　上長山小 6年）

　この度、町の事業の１つである雫石中学校国際交流海外派遣事業として、雫石中学校第２学年10人と引率教員２
人、添乗員１人の計13人がすばらしい体験をさせていただきましたので、ここに報告いたします。
【１日目】１月４日（土）、成田へ出発。この日は、成田エ
アポートレストハウスに宿泊。
【２日目】成田空港を2時間遅れで出発し、晴天のボストン
に到着。ランドルフへ移動し、ランドルフユニオンハイ
スクール（以下、RUHS）の図書室で、ホストファミリー
と緊張の対面をしました。
【３日目】スノーデー。寒波により、突然の休校。
【４日目】RUHSに初登校。放課後の交流会では、ちらし
寿司、抹茶ラテなどを振舞いました。
【５日目】RUHSの小劇場でパフォーマンス。さんさ、雫
魂などを披露し、先生方からも称賛をいただきました。

雫石中学校国際交流海外派遣事業を通じて生徒達が得たもの（前編・事業経過）
雫石中学校　教諭　中野　芳明

雫
特集

【６日目】フィールドトリップ。ビリングファームで体験学習をした後、盛岡市出身のヒサコ・ビリンガムさんか
ら現地での生活についてお話をいただきました。
【７日目】小学校訪問（Braintree, Brookfi eld, RES）。色々な質問をしてくる小学生へ、生徒たちは流ちょうな
英語で返答しました。
【８日目】ファミリーデー。ホストファミリーごとに、ボウリング、水泳、食事などで楽しみました。
【９日目】ボストンへ出発。短期間で交流が深まったようで、涙・涙の別れでした。
【10日目】ボストン観光。ハーバード大学、フェンウェイ球場、美術館などを見学、現地ガイドの渡辺さんにわか
りやすいガイドをしてもらいました。派遣生の誰かがハーバード大学に入学する可能性も⁉

【11日目】ボストン空港から日本へ出発。20時間近い移動の後、21時半ごろ盛岡駅に到着し、家族や町教育委員会
の方々の暖かい出迎えを受けました。生徒たちも家族と11日ぶりに再会し、何とも言えない笑顔を浮かべて、そ
れぞれの家路につきました（後編へ続く）。

今年度もすばらしい出会いでした。

最初の授業はジョシュ先生の音楽でした。 すばらしいチームワークでした。
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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（692‒6577）

　この調査には、小学校４、５年生、中学校１、２年生の生活に関わる状況調査が組み込まれており、学校の授
業に関することや家庭における学習時間、読書時間、そしてＴＶやＤＶＤの視聴時間などのアンケートが実施され
ています。
　その結果の中で、前号では雫石町の小中学生の「家庭学習時間」の状況をご紹介しましたが、今回は「読書時
間」、「テレビなどの視聴時間」の状況を紹介いたします。

　岩手県と比較すると、読書時間に関しては、小学４年生は県と同様、小学５年生は「10分以上、30分より少ない」
の割合が比較的高く出ています。中学校では「ほとんどしない」の割合が、１年生は47％、２年生は73％と県
より高い割合が出ており、学年が上がるにつれて読書をしない傾向がはっきり見てとれます。

　テレビやビデオ、DVDの平日の視聴時間に関しては、小学生も中学生も１時間～３時間の間の割合が高く、
集中しています。また、小学校５年以上の学年はおよそ５人のうちの１人が３時間以上、２、３人のうちの１人
が２時間以上テレビなどを視聴していることになります。
　家庭学習や読書、テレビなどの視聴時間、小学校では習い事の時間、中学校では部活動の時間も含めて、平日
の時間の使い方をぜひご家庭でも話題にしていただき、家庭学習や読書の時間の確保をお願いします。

～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（第２弾）～

家庭学習や読書の時間を確保しましょう！

『学校の授業以外で、１日にどのくらい読書をしますか』
（※土日は除く、※教科書や参考書、まんがや雑誌を除く）
※小数第１位を四捨五入　  は比較的集中しているところ

『１日にどのくらいテレビやビデオ、ＤＶＤを見ますか』
（※土日は除く、※テレビゲームの時間を除く）

※小数第１位を四捨五入　  は比較的集中しているところ

学年
読書時間

小４ 小５ 中１ 中２
県 町 県 町 県 町 県 町

１時間以上 ９% ６% ９% ６% ８% ９% ９% ４%
30分以上、１時間より少ない 21% 25% 19% 17% 15% 10% 15% ７%
10分以上、30分より少ない 35% 35% 35% 41% 27% 24% 25% ９%

10分より少ない 14% 15% 24% 15% 13% 11% 11% ８%
ほとんどしない 21% 18% 23% 21% 37% 47% 40% 73%

学年
視聴時間

小４ 小５ 中１ 中２
県 町 県 町 県 町 県 町

３時間以上 15% 11% 19% 20% 17% 18% 19% 20%
２時間以上、３時間より少ない 20% 25% 25% 20% 24% 25% 25% 30%
１時間以上、２時間より少ない 32% 28% 32% 37% 31% 36% 31% 27%

１時間より少ない 22% 25% 16% 15% 19% 13% 16% 13%
ほとんど見ない 11% 11% ７% ８% ９% ９% ８% 10%
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①運動能力テストの結果について
委員 50ｍ走で、小学校の男子女子ともに県平均より低
いが、各小学校ではどのような指導がなされているか。
教委 各小学校では、「業間マラソン」には取り組んで
おりますが、業間マラソンでは、持久力の向上は見込
めるものの、瞬発力の向上はあまり見込めません。そ
の他にも、「鬼ごっこ」のように全力で走る遊びに触
れる機会が少なくなってきているとも思われます。た
だ、瞬発力の向上も当然必要ですので、体育の授業、
休み時間などで工夫して取り組むよう、各小学校に呼
びかけていきたいと考えております。

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（12・１月）
― その１　議案編（１月）　１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（12月） ―

＊このほかにも、小学校統合に向けた今後の進め方についてなどが話し合われました。

②教育振興運動実践交流会について
委員 今年の教育振興運動実践交流会の参加状況を見て
いると、老人クラブ、地域コミュニティなど、地域の
人々の参加に比べて、PTAの参加が少ないように感
じられる。実践交流会の内容としても、小・中学生の
活動報告が行われているので、PTAこそ積極的に参
加するべきと考えるが教育委員会の考えはどうか。
教委 委員ご指摘のとおりです。事前にＰＴＡにも呼び
掛けておりますが、当日の参加が少ないのが現状です。
ただ、教育振興運動は、ＰＴＡと地域が一緒になる良
い機会でもありますので、たくさんの皆様に参加いた
だけるよう周知方法などを工夫してまいります。

ミニ特集 ～大人として思うこと「子育てへのメッセージ」

【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

～雫石町教育振興運動の推進に深くかかわってくださっているみなさんから～

七ツ森保育所　細川光子所長　「心通わせ親子の絆を」
 「生まれてきてくれてありがとう」と親は事あるごとに心の中で呟きます。子どもは家族の宝、

地域の宝です。大好きな両親や家族との触れ合い、語り合いをたくさんしましょう。愛されている
喜びを感じ大きく羽ばたけるように、心を通わせる時間を大切にして、親子の絆を深めてほしいと
願っています。

　雫石町の教育振興運動の推進に深くかかわってくださっている方々の中から４人の皆さん
に、子育てに関して日頃抱いている思いや雫石っ子、そして保護者の皆さんに伝えたいこと
を綴ってもらいました。

雫石中学校　田口功校長　「親から何を受けつぎ、子に何を伝えますか？」
　私たちは、よく親が亡くなって、「親のありがたみがわかる」と言います。子どもにとって生き
ているのが当たり前と考えていた親の死は、少なからず衝撃的で、いろいろ考えさせてくれます。
私たちには、親から受けついだ事が沢山あると思います。（私は、他界した親を思い出すたびに「親
の愛」を感じます）
　皆さんが親から受けついだ事はどんなことでしょうか。そして我が子に何を伝えていきますか？

雫石小学校PTA　平子圭会長　「子育てへのメッセージ」
　人間は一人ひとり、持って生まれてきた性格も才能も能力もみな違います。
　自分の持って生まれた性格、才能、能力そして命を大切にし、自らが楽しみ人を楽しませること、
なにより今を一生懸命に生きることが、人として生まれてきた使命です。
　一気に100メートル進まなくてもいい、１センチでもいいから前に進みましょう。

雫石町婦人会　佐々木智恵会長　「誰にでも『有難う』と言える家族でありたい」
 有難うの言葉の中には感謝や、おかげさまの心が含まれております。有難うという言葉の中に

は素直さと、やさしさの思いもあって人間が一番大事なものが含まれております。
 いつでもお子さん・お父さん・お母さん・家族、いや誰にでも有難うと感謝しあえるようにな

りたいものです。有難うのある家庭は幸せな家庭です。
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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！（12/21～1/20受け入れ分　計95冊）

〈２～３月の休館日ご案内〉
 【２月】17日、24日
【３月】３日、10日、12～21日、24日、31日

蔵書点検作業のため休館します
【期　間】３月12日（水）～３月21日（金）

　所蔵する蔵書すべての点検作業です。この期間は図書
の貸出・予約、レファレンスサービスはできません。返
却は図書館玄関前のブックポストをご利用ください。

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。

【日　時】２月22日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『八方にらみ猫』
　…武田　英子・文
・『蟹塚縁起（かにづかえんぎ）』
　…梨木　果歩・文　　など

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】２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…『おみせやさん』ほか
・かみしばい…『りんごくんがね』
・パネルシアター…『こぐまちゃんおはよう』
・こうさく…『おひなさまをつくろう』　　 　　など
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、３月７日
（金）10：30～11：00です。こちらもお待ちしておりまーす！

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 ●
・よだかの片想い································· 島本　理生
・限界捜査 ··········································· 安東　能明
・五峰の鷹 ········································安部　龍太郎
・だから荒野 ······································· 桐野　夏生
・襲名犯 ·············································· 竹吉　優輔
・晩年様式集 ····································大江　健三郎
・リアスの子 ······································· 熊谷　達也
・雨の底　慶次郎縁側日記 ················北原　亞以子
・Qrosの女 ········································ 誉田　哲也
・旅者の歌　始まりの地 ······················ 小路　幸也
・義経いづこにありや ·························· 吉川　永青
・ペテロの葬列 ·································宮部　みゆき
・その鏡は嘘をつく ·································薬丸　岳
・爛 ··················································瀬戸内　寂聴
・アルモニカ・ディアボリカ ················ 皆川　博子
・大江戸恐龍伝第４巻 ······························夢枕　獏
・ジョン・マン４青雲編 ······················ 山本　一力
・雪月花黙示録 ········································恩田　陸

● 一般書 ●
・脳はバカ、腸はかしこい ················藤田　紘一郎
・脳ネット・スマホ中毒 ······················ 遠藤　美季
・僕が旭山動物園で出会った動物たちの子育て
　　　　　　　　 ······························· 小菅　正夫
・室井滋のオシゴト探検　玄人ですもの ···室井　滋
・ 日本人なら知っておきたい！カミサマを味方につ
ける本 ···········································井戸　理恵子

・ゼロ戦と日本刀···············百田　尚樹/渡部　昇一
・すぐに役立つ　366日記念日事典 ······ 加瀬　清志
・心臓病の最新治療（よくわかる最新医学）
　　　　　　　　 ····························小橋　隆一郎
・ぼくは戦争は大きらい ················やなせ　たかし
・知らなきゃ損する新・農家の税金 ····鈴木　武ほか
・近藤典子の「片づく寸法」図鑑 ········· 近藤　典子

● ヤング・児童書 ●
・おとのさま、でんしゃにのる ······中川　ひろたか
・どろぼうがっこうだいうんどうかい
　　　　　　　　 ····························かこ　さとし
・どろぼうがっこうぜんいんだつごく
　　　　　　　　 ····························かこ　さとし
・おしょうがつ　おめでとう　はじまりの日！
　　　　　　　　 ·························ますだ　ゆうこ
・わけありリンゴのアップルパイ ···あさい　ゆうこ
・あしってエラい！ ·······················中川　ひろたか
・はしる！新幹線「スーパーこまち」 ········鎌田　歩
・かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ
　　　　　　　　 ······························· 原　ゆたか
・バラの城のゆうれい（ナツカのおばけ事件簿）
　　　　　　　　 ···································斉藤　洋
・うんこはごちそう ····························· 伊沢　正名
・すずのへいたいさん ·······················アンデルセン
・コンサルティング会社図鑑
　　　　　　　　 ········アビームコンサルティング
・実験しよう！からだのなぞ①伸びちぢみする腕!?
　　　　　　　　 ····················· 坂井　建雄・監修
・ 気をつけよう！ＳＮＳ②ソーシャルゲームってど
んなもの？ ······································· 小寺　信良
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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

御所公民館 ～初級パソコン教室
【日　時】全日程19：00～20：30（全９回）
①２月25日（火）～27日（木）
「マウス・キーボードに慣れましょう！」
②３月４日（火）～６日（木）
「文字入力やレイアウトなどワードの基本操作」
③３月11日（火）～13日（木）
「エクセルって何？エクセルの基本操作」
※講座の進み具合により時間が短縮、延長する場合
があります。
【受講料】2,050円（うちテキスト代1,050円）
【講　師】舛澤　知さん
【対　象】町内在住または勤務の方・先着10人
【申し込み】２月20日（木）までに御所公民館へお申
し込みください。（受付時間：平日8：30～17：15）

【持ち物】パソコンは公民館で用意しますが、ご自
分のパソコンをお持ちの方は持ってきていただい
ても構いません。

2014雫石インドア・ベースボール特別大会
　ゴム製空気ボールとプラスティック製バットを使
用して行う「室内野球」大会を開催します。少年時
代に遊んだ懐かしい野球スタイル。馴染みある野球
遊びで童心にかえってみませんか。
【開催日】３月15日（土）
【会　場】町営体育館
【参加資格】町内に在住または勤務し、町内スポー
ツ少年団に所属している児童生徒を持つ18歳以上
の男女。
【チーム構成】５人以上７人以下。男女混合チーム
も大歓迎です。(試合は５人制で行います )
【募集数】10チーム（先着となります）
【参加費】登録選手１名につき1,000円
【その他】全員に参加賞及び上位３チームに副賞を
用意します。
【申し込み・問い合わせ】町営体育館　担当：新里

ケッパレ祭り ケッパレランドで体験しよう！
【日　時】３月２日（日） 9：00～13：00
【場　所】町営クロスカントリースキー場
　　　　（ケッパレランド）

【内　容】①圧雪車・スノーモービル体験乗車
　　　　②ケッパレ散策ツアー
　　　　③スノーフラッグ
　　　　④レンタルスキー無料

【申し込み・問い合わせ】町営体育館

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

☆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】３月毎週月曜日10：30～11：30
 ３、17日　西山公民館／10、24日　雫石公民館
【講　師】ピラティス講師　福士　幸子さん
【 その他】３月10日は託児所を設置します。ご希望の方は
お問い合わせください。なお、ご案内の開催日程が一部
変更になりました。２月24日（月）が、２月25日（火）14：
00～15：30になります。

☆ゆる体操教室☆
　体のこりや冷え・ダイエットに効果あり！気持ち良く声
出したり、笑ったりしながら、無理なく体操ができます。
皆でゆる～くなりましょう。
【日時・場所】３月毎週水曜日10：30～11：30
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
【その他】３月12日は託児所を開設します。ご希望の方は
お問い合わせください。

☆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】３月７、28日　10：00～11：30
　　　　　 　西山公民館

【内　容】バドミントン・卓球など

①雫石なつめ倶楽部からの教室のご案内
※３月から教室の開催時間が変更になります。

②滴石史談会からの郷土史講座のご案内
☆講座「戸澤氏、西木村ではどう語られてきたか」☆
　旧西木村門屋の郷土史家が、地元に伝わる戸澤氏の伝
承を語ります。
【日　時】２月16日（日）13：30～15：00
【会　場】中央公民館　視聴覚室
【講　師】沼田　欣治郎さん
　　　　 （元仙北市西木町文化財保護審議会長）
☆講座「戊辰戦争、最後の戦場となった橋場口」☆
　連作「盛岡藩の戊辰戦争」の著者が、雫石・橋場口の緊
張を熱く語ります。
【日　時】３月15日（土）13：30～15：00
【会　場】中央公民館　視聴覚室
【講　師】和井内　和夫さん（旧盛岡藩士桑田理事長）

【問い合わせ】社会教育課（692-6413）
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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！

雫中生大活躍！県中学スキー大会総合の部で男女ともに優勝！各種スポーツ大会結果報告（※敬称略）
①東北中学校スキー大会　1月24日（金）～26日（日）
1）アルペン競技
・男子回転 【24位】髙橋諒介
・男子大回転 【30位】天川直紀
2）クロスカントリー競技
・男子５kmクラシカル 【７位】林尻　剛【36位】田邊　凌【49位】小坂辰明
・男子５kmフリー 【16位】林尻　剛【38位】田邊　凌【50位】米澤琉偉【52位】橋本　創【55位】高橋恵人
・男子５km×４リレー 【第６位】小坂辰明、林尻剛、田邊凌、米澤琉偉
・女子３kmクラシカル 【14位】藤本真澄
・女子３kmフリー 【24位】高橋真澄　【31位】高橋朱凜
・女子３km×３リレー 【７位】藤本真澄、高橋朱凜、米田日向子
3）ジャンプ・コンバインド
・ミディアムヒル　 【12位】村上　優空
②岩手県中学校スキー大会（全国・東北大会出場分）　１月11日（土）～14日（火）
1）アルペン競技　　
・男子回転 【第６位】天川直紀【９位】髙橋諒介
・男子大回転 【10位】天川直紀
2）クロスカントリー競技　　
・男子５kmクラシカル 【第１位】林尻　剛【第３位】小坂辰明【第５位】田邊　凌
・男子５kmフリー 【第１位】林尻 剛【第２位】田邊 凌【８位】高橋恵人【９位】米澤琉偉【10位】橋本 創
・男子５km×４リレー 【第２位】田邊　凌、林尻　剛、橋本　創、高橋恵人
・女子３kmクラシカル 【第１位】藤本真澄　
・女子３kmフリー 【第２位】藤本真澄【第４位】高橋　朱凜
・女子３km×３リレー 【第１位】米田日向子、藤本真澄、高橋朱凜
3）ジャンプ・コンバインド
・ジャンプ 【第６位】村上優空

③第52回雫石町民スキー大会（クロスカントリー）　1月25日（土）
部　門 第１位 第２位 第３位

小学１・２年女子 村田　桃華（大村小） 村田　　蒼（大村小）
小学１・２年男子 若松　昌哉（南畑スポ少） 沼野　慎平（御明神スポ少） 天瀬　颯太（御明神スポ少）
小学３・４年女子 桐山はる菜（上長山小） 村田　美月（大村小） 高橋未来音（大村小）
小学３・４年男子 新里　岳士（御明神スポ少） 天瀬　海斗（御明神スポ少） 北田　裕世（御明神スポ少）
小学５・６年女子 小田　綺花（御明神スポ少） 上川原　遥（御明神スポ少） 高橋　杏美（南畑スポ少）
小学５・６年男子 古川端晴輝（御明神スポ少） 高橋　拓実（上長山小） 田沼　虎亜（御明神スポ少）
小学男子リレー 御明神スポーツ少年団Ａ 上長山 ･大村合同チーム 南畑スポーツ少年団
小学女子リレー 御明神スポーツ少年団Ａ 上長山 ･ 大村合同チーム 南畑スポーツ少年団
成年女子 土樋　三起（西根小教）

④第52回雫石町民スキー大会（アルペン）　2月1日（土）
部　門 第１位 第２位 第３位

小学１・２年女子 柿木　唯那（下長山小） 細川　　愛（雫石小） 浦田　美咲（下長山小）
小学１・２年男子 中村　皇太（雫石小） 井畑　悠太（七ッ森小） 谷地　翔成（御明神小）
小学３・４年女子 長坂　柊花（七ッ森小） 滝沢真結菜（上長山小） 佐々木優月（雫石小）
小学３・４年男子 林崎　耀裕（下長山小） 川代　　詩（安庭小） 袖林　凌馬（西根小）
小学５・６年女子 川代　　杏（安庭小） 晴山　凪葵（雫石小） 滝澤えりか（上長山小）
小学５・６年男子 杉田　真英（雫石小） 藤原　拓磨（七ッ森小） 横欠　秀斗（雫石小）
中学男子 土樋　　迅（雫石中） 天川　直紀（雫石中） 高橋　諒介（雫石中）
中学女子 佐藤　詩帆（雫石中）
成年男子１部 相原　幸二（盛岡石油）
成年男子２部 高前田良雄（下長山小） 村田　憲悦（下長山小） 長坂　　明（下長山小）
成年女子 土樋　三起（西根小教）
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ケッパレランドが（公財）全日本スキー連盟公認コースとなりました！お知らせ
　町内南畑の町営クロスカントリー場（ケッパレランド）が、５kmコース
の増設と各所の拡張工事を経て、この度、（公財）全日本スキー連盟の公認コー
スとなり、認定書が交付されました。
　今後は、全日本クラスのスキー大会開催が可能となり、公認後初のビッグ
大会「第87回全日本学生スキー選手権大会」クロスカントリー競技が２月16
日（日）～20日（木）の日程で行われます。
　若さと闘志があふれる大会を、ぜひ間近でご覧になってはいかがでしょう
か。

前売券残りわずか！

～　教育委員会諮問機関　委員を公募します　～
機　関　名 図書館協議会（利用者を代表する委員） 町文化財保護審議会（公募委員）

委員の役割 図書館の行う図書館奉仕について意見を述べ、
運営に関する事項を審議します。

文化財の保存及び活用に関し、町指定の可否な
ど、重要な事項を調査審議します。

募
　
集

　
要

　
項

募集人員 １人 ２人以内
任　　期 平成26年４月１日から２年間
募集期間 ２月20日（木）～３月10日（月） ３月17日（月）必着

応募資格
（次の項目
すべてを満
たす方）

①20歳以上
② 応募日現在、町の他の付属機関の委員になっ
ていないこと

③ 平日の日中に開催する会議（年２回）に出席
できること

①20歳以上
② 応募日現在、町の他の付属機関の委員になっ
ていないこと
③ 平日の日中に開催する会議（年１回）に出席
できること

応募方法
官製はがきに、①住所　②氏名　③生年月日
④性別　⑤連絡先電話番号及び図書館について
の考えを簡潔に記入の上お申し込みください。

官製はがきに「町文化財保護審議会委員希望」
と明記し、①住所　②氏名　③年齢　④性別
⑤電話番号及び応募動機を簡潔に記入の上お申
し込みください。

その他 選考結果は、３月20日（木）ころ申込者本人あてお知らせします

申し込み・
問い合わせ

〒020‒0555
　雫石町上曽根田114番地
　雫石町中央公民館（692‒5959）

〒020‒0595
　雫石町千刈田５番地１
　雫石町教育委員会社会教育課（692‒6413）

【期　日】５月18日（日）
【場　所】雫石町総合運動公園　陸上競技場
【コース】雫石町特設コース（陸上競技場発着）
【種　目】ハーフ、10 km、４km、３km、家族ペア
【参加料】一般3,300円／高校生1,800円
　　　　 小中学生1,300円／家族ペア4,000円

【申込方法】インターネットまたは郵便振替
（http://www.iwatesanroku-marathon.jp/）
【締　切】３月27日（木）
【問い合わせ】
・大会に関すること（日程・会場・コースなど）
　財団法人雫石町体育協会（692-5030）
・エントリーに関すること（要項請求・振替用紙記入）
　岩手山ろくファミリーマラソンエントリーセンター
 （03-3714-7924）

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】 中央公民館及び各地区公民館で絶賛販売
中！当日券は前売券が売れ残った場合のみ各500円増
しで発行します。良い席はお早めに！
【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。

第30回岩手山ろくファミリーマラソン 参加者募集中！第22回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり
新緑の雫石を駆け抜けよう！

【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」３月号は　３月13日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　上記のとおり、世界アルペン記念大会を含む全国規模のスキー
大会が４大会も当町で開催されます。21年前、「ケンタ」と「ミミ」
と一緒に写真を撮ってもらった時は小学生だった私…が今その記念
大会の運営に携わっている。なんとも不思議な感覚です。それは
さておき、この機会にぜひトップ選手の滑走を観戦ください！（Ｎ）

　わが家のアイドル２号も、無事今月３歳の誕生日を迎えること
となりました。詳しくは町広報を（笑）。さて話変わって…久し
ぶりにちょっと校正編集しました。２月はスキー大会真っ盛りと
いうことで、３月号の編集はさらに久しぶりのメイン担当？…頑
張ります！（Yasu）

次回は安庭小学校からの情報をお送りする予定です。

～「雫石高校いわて復興教育の取り組み」～
雫石高等学校　教諭　千葉　由紀枝

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№105　雫石高等学校　編～

【２月】
22日㈯ 雫石町長杯中学校バレーボール大会（23日まで）
24日㈪ 教育委員会議
【３月】
１日㈯ 雫石高等学校卒業式
５日㈬ ことばの教室修了式
12日㈬ 雫石中学校卒業式
18日㈫ 小学校卒業式（七ツ森、下長山、橋場、南畑）
19日㈬ 小学校卒業式（雫石、上長山、西根、御明神、安庭）
24日㈪ 教育委員会議

● ２～３月の主な行事予定 ●

　２学年は、９月13日に岩手県立総
合防災センター、岩手県警察本部庁
舎内通信指令課、盛岡東警察署交通
管理センターで、体験、講義を受講
しました。危機を予測し、災害や事
故に直面した際に、自他の体を守り
被害を最小限に止める心構えを学び
ました。

　１学年は、９月13日大船渡津波伝承
館で見学、語り部の方による講義、さ
いとう製菓中井工場見学を体験しまし
た。復旧の現在の状況を知り、工場見
学では震災を乗り越え、復興へむけて
尽力する企業の姿勢を目のあたりに
し、夢や希望を持つことは厳しい状況
を乗り越えられることにつながること
を学びました。

　雫石高校では、東日本大震災津波の被災により生じた新たな教育課題の解決に向けて「いわて復興教育」の
取り組みを学年ごとに行いました。

〈インカレ・メモリアルスキー大会関連〉
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
　　　　　　　　　　　　（アルペン：雫石スキー場／クロスカントリー：ケッパレランド）
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（雫石スキー場）
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（雫石スキー場）
３月２日（日）　FIS Far East Cup ジャパンシリーズ雫石大会（雫石スキー場）

　３学年は、８月22日に自衛隊の滝
沢駐屯地を訪れ、新入隊員教育見
学・駐屯地内見学をしました。東日
本大震災津波をはじめとする様々な
災害にどのように対処してきたかを
学びました。

　大きな悲しみを「未来への輝き」へと変え、困難に直面しても諦めることなく自ら考え行動する大切さや絆の重要
性を生かす取り組みを継続していきたいです。

語り部の方の講義の様子 消火器訓練の様子 駐屯地見学の様子

町営体育館無料開放
３月16日（日）　9：00～17：00

　当日は、アリーナ・トレーニング室など
の施設利用料（照明などの付属設備は有料
です）が１人２時間まで無料でご利用でき
ます。バドミントンやバレーボール、卓球
などでアウトドアスポーツシーズン到来に
向けた体づくりをしましょう！
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