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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

本読んで　たくさん貯めよう　読書貯金 （細川　雅　　南畑小 6年）

　今シーズンは、雫石町を会場として全国規模
のスキー大会が数多く開催されました。
　その第 1弾として、２月15日～20日には、
第87回全日本学生スキー選手権（インカレ）
が、アルペン競技は雫石スキー場、クロスカン
トリー競技は町営クロスカントリースキー場
（ケッパレランド）を会場として行われました
（詳細は広報しずくいし３月号に掲載）。
　続いて、２月23日から27日にかけて、2014全
日本ジュニアスキー選手権アルペン競技スピー
ド系、27日から３月１日まで国内最高峰のレー
スである第92回全日本スキー選手権アルペン
競技スピード系、そして３月２日には2014FIS
ファーイーストカップジャパンシリーズ雫石大
会がそれぞれ雫石スキー場で行われました。

　大会では、雫中生・雫高生、そして町にゆかりのある選手たち
が、全国から参戦した選手たちと日頃の練習の成果を競い合い、
２月27日のスーパー大回転競技では、小松悠平選手（平舘高・雫
石中卒業生）が、見事６位入賞を果たしました。

　延べ４つの全国大会が続け
て開催されるという、まさに
スキー大会一色となった２週
間となりました。
　選手・役員のみなさま、大
変お疲れさまでした！

〈競技結果はすべて６ページ
に掲載しています〉

国内最高峰のスキー大会に全国のトップ選手が集結！
世界アルペン開催記念大会・全日本スキー選手権開催　　２月23日（日）～３月２日（日）特集

　　　　　林尻　剛選手（雫石中3年）
全国中学校スキー大会・クロスカントリー競技男子5kmクラシカル競技で堂々3位！
広報しずくいし３月号ではインタビューなどを掲載！合わせてご覧ください。

　　　　おめでとう！

第21回全日本ジュニアスキー選手権大会・男子スーパー大回転競技
小松悠平選手の果敢な滑り　＊写真は第１戦（２/26）

佐藤詩帆選手（雫石中）

高橋諒介選手（雫石中）
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特集 平成25年度教育振興運動の取り組みを振り返って

取り組み目標 取り組みの成果と課題

⑴ ５者の協議により、各実践区での
重点課題を明確にします。

・ 小学校全実践区で５者による推進委員会を開催することができ、また、
中学校・高校においても活動の重点を確認し、共通理解の上に立って推
進することができました。
・ ５者による推進委員会の時間を生み出すこと、話し合われたことを実践
につなげていくことが課題です

⑵ 教育振興運動のリーダー養成に取
り組みます。

・ 管内教育振興運動推進研修会に参加し、管内の取り組み状況や実践事例、
講演に多くのことを学ぶことができました。
・参加者をもっと増やしていくことが課題です。

⑶
子育ち環境の浄化に向けた取り組
み（「読書大好き雫石っ子」「テレ
ビ視聴時間の削減」）を推進します。

・ 読書の推進、テレビ視聴時間の削減とも各実践区において工夫した取り
組みがなされ、成果が見られました。
・ 今後学年が上がっても読書・テレビ視聴時間とも県の平均を上回るよう
工夫していきたいと思います。

⑷
子育てについて地域とともに考え
る、４地区での講演会を開催しま
す。

・ 地区子育て講演会を４地区で開催し、地域・保護者の参加も増えてきま
した。
・ 今後も身近な方を講師に招き、子育てに関して語り合い、学ぶ場とした
いと思います。

⑸

教育振興運動実践交流会を開催し
ます。
（大村小学校の活動発表、大村小・
下長山小・雫石中学校実践区の実
践報告）

・ 12月に実践交流会を開催し、今年度から教育振興運動に新たに加えられ
た「復興教育」についての実践を含む３実践区の報告や活動発表が行わ
れました。
・ 学校と地域が一体となった取り組みの成果が発表され、質問等も活発に
行われるなど、各実践区が交流する貴重な場となりました。

　雫石町の教育振興運動は、16実践区での実践活動が順調に推進され、その交流会が12月
に野菊ホールで開催されました。実践区での５者（子ども･家庭･学校･地域･行政）による
推進委員会や４地区での子育て講演会・実践交流会はさらに充実したものになりました。
　第１次推進計画最終年次（４年次）としての今年度は、４年間の取り組みの検証の年と
して、成果と課題を次のようにまとめました。

【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

　教育振興運動は、〔みんなで考え、みんなで取り組む〕実践活動です。雫石っ子の子
・ ・ ・

育ち環境の浄化に向け、
積極的に子ども達とかかわっていきましょう！どうか、実践区の取り組みに注目してください。

この成果と課題を踏まえ、次年度はさらに地域ぐるみの運動となるよう取り組みを進めていきます。

次年度の取組方針案〈教育振興運動第2次推進4年プランの策定〉
　◎　実践区での５者による話し合いを充実していくこと
　◎　町としての重点（共通課題）に取り組むこと
　◎　実践区の活動を推進するリーダーを養成すること
　◎　教育振興運動への町民の理解をさらに深めること

子育て講演会（雫石公民館） 親子読書のつどい（中央公民館） 実践交流会（野菊ホール）
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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 １回目の説明会で参加者から出された疑問及び課
題等について、今後、どのように説明していくつもりか。
教委 昨年11月に各小学校区で行った説明会では、たく
さんの質問及びご意見をいただきました。現在、教育
委員会ではそれぞれの質問等に対する対応を検討して
いる段階です。その内容をまとめた後、再度懇談会を
開催して議論を深めたいと考えております。いずれに
しても、教育委員会としては、説明会でお示しした「雫
石町立小学校適正配置基本計画」の内容をご理解いた
だ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（１・２月）
― その１　議案編（２月）　以下の案件が可決されました。 ―

１．学校職員の人事異動の内申に関し議決を求めることについて
２．平成26年度雫石町教育施策の方針と重点について
３．教育委員会の事務事業に関する点検・評価に関し議決を求めることについて

― その２　質疑応答編（１月） ―

＊ このほかにも、統合後の跡地利用、ノロウイルスへの対応、インフルエンザの発生状況についてなどが話し合われ
ました。

②町民劇場について
委員 町民劇場の午後の部を見たが、空席が目立つ状況
だった。午前の部、午後の部、合計しても、満席にな
らない状況だったようだが、来年度以降どのような開
催とする予定か。
教委 ご指摘のとおり、２回公演を合計しても800席に
満たない状況でした。また、午前の部の準備のために
朝６時に集合するなど、出演者等の負担になっている
という現実もあります。このような状況を踏まえ、来
年度以降については、公演回数も含め、実行委員会で
議論する必要があると考えております。

ミニ特集 ２月号から続く中学校国際交流海外派遣事業報告

雫石中学校国際交流海外派遣授業を通じて生徒達が得たもの（後編・生徒活動編）
雫石中学校　教諭　中野　芳明

　わずか11日間の海外派遣を通して、生徒達は大きく成長することができました。その中から印象に残ったものを
３つ紹介したいと思います。
　１つ目は、ランドルフの生徒達の前でパフォーマンス
を披露することで、自分達の自信と誇りを深めたことで
す。横笛、さんさ太鼓のリズムに合わせた「さんさ踊り」、
「雫中魂」と「ウーコール」でのドラムとホイッスルの
迫力に、ランドルフの生徒達は目を奪われ、先生方には
感動を与えたようでした。終了後、生徒達はとても充実
した表情をしていました。
　２つ目は、コミュニケーション能力が向上したことで
す。11日間の滞在を通して、電子辞書や身振りなどを駆
使しながら、自分の気持ちを伝えようと努力していまし
た。滞在後半に近隣の小学校を訪問した際、小学生の質
問への英語での返答に、教室内が笑いで包まれ、いい雰
囲気になったことは成果の表れです。
　３つ目は、生徒達がこれまでのランドルフとのつながりの強さを感じることができたことです。ランドルフの先
生方、ホストファミリーの方々から、「雫石を訪問した際、大変お世話になりました。」などとお礼を言われたこと
が生徒達の心に響き、つながりを確認したようでした。
　このように生徒達は、たくさんのことを学び、20年以上続いてきた「絆」を今までと同様に深めることができま
した。
　最後に、雫石町、雫石町教育委員会、ALTのジェームズ先生、保護者の方々、関係者の皆様のご理解とご協力
に感謝しながら、報告を終了させていただきます。

記念写真・ハーバード大学創始者の像の前で
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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！（1/21～2/20受け入れ分　計95冊）

〈３～４月の休館日ご案内〉
　　【３月】12～21日、24日、31日
　　【４月】７日、14日、21日、28日

ただいま蔵書点検作業中！
　３月21日（金）まで、所蔵する蔵書すべての点検作業を
行っていますので、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。

☆引っ越し等により、登録時と住所や電話番号が変わっ
た方は図書館へご連絡ください。

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】３月22日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『花のくる道』
　…筒井　敬介・文
・『よいお天気の日に』
　…宇部　京子・作
・『ひとつぶのもりのたね』
　…千世　繭子・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】３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…『はなさかじいさん』ほか 
・かみしばい…『くらべっこ』
・パネルシアター…『わたしのワンピース』
・こうさく…『はいるかな』 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！

〈つどいの広場「たんぽぽおはなし会」〉
健康センターで４月４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 ●
・ＧＯＳＩＣＫ ＲＥＤ ······························· 桜庭　一樹
・脊梁山脈 ········································乙川　優三郎
・その峰の彼方 ···································· 笹本　稜平
・彼が通る不思議なコースを私も ········· 白石　一文
・陰陽師　蒼猴ノ巻 ·································夢枕　獏
・翔ぶ少女 ··········································· 原田　マハ
・ポースケ ········································津村　記久子
・小川洋子の陶酔短篇箱 ······················ 小川　洋子
・舞台 ················································· 西　加奈子
・峠越え ··················································伊東　潤
・露の玉垣 ········································乙川　優三郎
・花はさくら木 ········································辻原　登
・事故のてんまつ································· 臼井　吉見
・ガーンジー島の読書会　上・下
　　　　　 ···········メアリー・アン・シェイファー

● 一般書 ●
・知っておきたい日本人のお葬式 ······洋泉社編集部
・寺社の装飾彫刻　北海道・東北・北陸編
　　　　　 ·············································若林　純
・「年寄り半日仕事」のすすめ
　　　　　 ··················三浦　雄一郎／三浦　豪太
・池上彰が読む小泉元首相の「原発ゼロ」宣言
　　　　　 ·············································池上　彰
・日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ
　　　　　 ·····················安倍　晋三／百田　尚樹
・本当はひどかった昔の日本 ·············大塚　ひかり
・がん治療中の食事 ············ ジョゼ・ヴァン・ミル
・８時間睡眠のウソ ·········三島　和夫／川端　裕人
・ 痛みが楽になるトリガーポイント　筋肉トレーニ
ング ················································· 伊藤　和憲

・ 痛みが楽になるトリガーポイント　ストレッチ＆
マッサージ ······································· 伊藤　和憲

・手書きで和モダン筆文字のハッピーカード
　　　　　 ······························· さとだて　ゆめこ

● ヤング・児童書 ●
・動物のちえ③育てるちえ ··················· 成島　悦雄
・ はじめてふれる日本の二十四節気・七十二候
１～４ ··················································根本　浩
・大研究！保険のすべて ······················ 小川　京美
・大研究！馬は友だち ·························· 野本　トロ
・税ってなに？ ···································· 三木　義一
・プルーンのひみつ ····························· 工藤　ケン
・大江戸散歩 ······································· 香月　日輪
・世界とであうえほん ·························· 辻原　康夫
・魔法の国1001のさがしもの
　　　　　 ························ ジリアン・ドーハティ
・ダヤン妖精になる ··························池田　あきこ
・おうちでんしゃはっしゃしまーす ······間瀬なおかた
・ねこまるせんせいとせつぶん ············ 押川　理佐
・アニメおさるのジョージ　ランランラン
　　　　　 ····························マーガレット・レイ
・アニメおさるのジョージ　たこたこ、あがれ！
　　　　　 ····························マーガレット・レイ
・いすおばけぐるぐるんぼー ················ 角野　栄子
・ゆみちゃんはねぞうのわるいこです
　　　　　 ······························· みやざき　あけ美
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　（公財）スポーツ安全協会岩手県支部では、スポーツ安全保険の加入申込みを随時受付しています。
【対　象】５人以上で構成するアマチュアの社会教育関係（スポーツ・文化・ボランティア･地域活動を行う）団体
【補償内容】団体の活動中及び往復中に起きた傷害、賠償責任、突然死の場合の葬祭に係る費用
【補償期間】申込手続きを行った翌日の午前０時から平成27年３月31日午後12時まで
【年間掛金】活動内容や種目、構成年齢により異なります。個別に町体育協会へお問い合わせください。
【申し込み用紙配布場所】町営体育館

平成26年度スポーツ安全保険　加入申込受付中
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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

雫石町ジュニア・アスレティック教室［１期・２期］
【日　時】
［１期］４月８日～６月24日
（祝日を除く毎週火曜・全10回）16：30～18：00

［２期］４月10日～６月12日
（毎週木曜・全10回）16：30～18：00

【場　所】町営体育館及び運動公園内施設
【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　各先着10人
【受講料】1,700円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】３月20日（木）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（～３月27日（木）まで）。

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室［１期・２期］
【日　時】
［１期］４月８日～６月24日
（祝日を除く毎週火曜・全10回）10：00～11：30

［２期］４月10日～６月12日（毎週木曜・全10回）
　〈午前〉10：00～11：30　〈夜間〉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】１期・２期午前・２期夜間　各先着10人
【受講料】2,700円（体育館使用料・保険料含む）
【申し込み】３月20日（木）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（～３月27日（木）まで）。

中央公民館・春休みおいで塾 チャレンジクッキング〝２種類のパンケーキを作ろう!!〟
【日　時】３月25日（火）　①10：00～12：00　②13：30～15：30
【対　象】町内の小学生　＊小学校にチラシを配布しています。ご覧の上、中央公民館にお申込みください。

☆雫石なつめ倶楽部　教室のご案内☆
日ごろ体を動かす機会のない方、夕食のお買い物などの前に気持ち良く体を動かしてみませんか。

【問い合わせ】TEL：080-8220-8774（担当：細川）／メールアドレス：shizu-supo@alto.ocn.ne.jp

☆ピラティス教室☆
代謝が上がり、冷え・むくみの解消にぜひお勧め！

【日時・場所】
　３月24日　雫石公民館 （10：30～11：30）
　４月３日　町営体育館 （19：00～20：00）
　４月14・21日　雫石公民館 （10：30～11：30）

☆ゆる体操教室☆
　体のこりやこわばり、健康回復・冷え・ダイエットに効
果あり！皆でゆる～くなりましょう。
【日時・場所】
　３月26日　雫石公民館 （10：30～11：30）
　４月２・23・30日　雫石公民館 （10：30～11：30）
　４月16日　町営体育館 （19：00～20：00）

☆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28日　西山公民館 （10：00～11：30）
　４月11日・25日　西山公民館 （13：30～15：00）

【内　容】バドミントン・卓球など

＊各教室の参加費＊
３月まで：１回につき会員200円・非会員500円
４月から：１回につき会員300円・非会員500円
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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！

④全国中学校スキー大会　2月１日～５日
（クロスカントリー競技）尾瀬ほたか高原スポーツパーク・クロスカントリーコース
・男子５kmクラシカル　【第３位】林尻　　剛　【53位】田邊　　凌
・男子５kmフリー　　　【18位】林尻　　剛　　【54位】田邊　　凌
・女子３kmクラシカル　【35位】藤本　真澄
・女子３kmフリー　　　【55位】藤本　真澄　【79位】高橋　朱凜
・男子５km×４リレー　【第８位】岩手県（田邊　凌［３走］、林尻　剛［４走］）
・女子３km×３リレー　【10位】岩手県（藤本　真澄［１走］）
（ジャンプ競技）野沢温泉シャンツェ
・スペシャルジャンプ　 【42位】村上　優空

〈2月24日分〉
・女子スーパー大回転
【第１戦・33位／第２戦・29位】佐藤　詩帆（雫石中）
【第１戦・53位／第２戦・52位】佐藤　友香（雫石中）
・男子スーパー大回転
【第１戦・14位／第２戦・13位】一本木優太（雫石高）
【第１戦・31位／第２戦・41位】土樋　　迅（雫石中）
【第１戦・47位／第２戦・47位】高橋　諒介（雫石中）
【第１戦・53位／第２戦・42位】川代　　迅（雫石中）
【第１戦・55位／第２戦・60位】天川　直紀（雫石中）
【第１戦・70位／第２戦・79位】晴山　波輝（雫石中）
【第１戦・80位／第２戦・77位】藤原　晴輝（雫石中）

〈2月26日～27日分〉
・女子スーパー大回転
【第１戦・39位／第２戦・41位】高橋　美乃（雫石高）
・男子スーパー大回転
【第１戦・12位／第２戦・第６位】

小松　悠平（平舘高）
【第１戦・35位／第２戦・47位】小野寺建太（平舘高）

・女子スーパー大回転　【47位】高橋　美乃（雫石高）
・女子スーパー複合　　【34位】高橋　美乃（雫石高）

・男子スーパー大回転　【80位】小野寺建太（平舘高）
・男子スーパー複合　　【42位】小野寺建太（平舘高）

・女子スーパー複合　　【45位】高橋　美乃（雫石高） ・男子スーパー複合　　【31位】小松　悠平（平舘高）
　　　　　　　　　　　【55位】小野寺建太（平舘高）

・小学１年男子の部
【第１位】北田　理久（御明神スポ少）　
【第２位】高橋來夢琉（大村スポ少）　
【第３位】石田　龍翔（南畑スポ少）
・小学１年女子の部
【第１位】村田　桃華（大村スポ少）　
【第２位】村田　　葵（大村スポ少）

・小学２年男子の部
【第１位】若松　昌哉（南畑スポ少）　
【第２位】天瀬　颯太（御明神スポ少）　
【第３位】沼野　慎平（御明神スポ少）

・小学３年男子の部　
【第１位】天瀬　海斗（御明神スポ少）　
【第３位】北田　裕世（御明神スポ少）
・小学４年男子の部　
【第１位】新里　岳士（御明神スポ少）
・小学４年女子の部　
【第１位】桐山はる菜（大村スポ少）　　
【第２位】高橋未来音（大村スポ少）
・小学５年男子の部　
【第２位】古川端晴輝（御明神スポ少）
・小学５年女子の部　
【第１位】藤本妃香里（大村スポ少）　　
【第２位】細川美衣菜（南畑スポ少）
・小学６年女子の部　
【第１位】小田　綺花（御明神スポ少）　
【第２位】上川原　遥（御明神スポ少）

①2014全日本ジュニアスキー選手権大会・「世界アルペン開催記念」第21回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会

②第92回全日本スキー選手権大会　〈2月28日～3月1日〉

③FISファーイーストカップジャパンシリーズ雫石大会　〈3月2日〉

⑤第９回雫石クロスカントリースキー大会ピノキオカップ　１月26日（日）　＊町内選手３位以上

各種スポーツ大会結果報告（敬称略・①～③は雫石中・雫石高・雫石中卒業生分）

＊お詫びと訂正　2月号スポーツ結果・町民スキー大会
（クロカン）小学1・2年女子第2位の村田　蒼さんは、
村田　葵さんの間違いでした。お詫びして訂正します。
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写真で振り返る生涯学習事業　中央公民館　イケてるおやじ＆マダム学園修了！！

スーパーエコスクール実証事業に取り組んでいます！

報告

報告

 今年度の「イケてるおやじ＆マダム学園」は、中央公民館・健康推進課の初共催、職員２人も初担当。初めて
が重なった中で、昨年５月から今年２月まで月１回計10回の講座を開きました。

　おやじ学園生17人、マダム学園生38人でワイワイと１年間・・・国道清掃、ソバ打ち、県外研修・・・さまざま
なことをみなさんで行い、２月13日の修了式で今講座は終わりました。
　いっそうイケてるおやじ＆マダムになられたみなさん、ぜひまたお会いできることを楽しみにしております。
　１年間ありがとうございました！

　この事業は、生徒が安全で快適な環境の中で学校生活を送ること
ができるよう、バリアフリー化、木質化による学習環境の改善等、
新たな観点からの学校づくりを意識しながら、環境負荷の低減や自
然との共生に対応した施設としてエコ改修を行うことで、ゼロエネ
ルギー化に向けた環境に配慮した学校とすることを目的としており
ます。
　雫石中学校では、平成25年度に基本計画を策定し、26年度に実施
設計、27年度に改修工事に着手し完成する予定です。具体的には、
トイレの改修、水飲み場の増設、図書室等各教室の移設、教室内の
木質化などを行う計画となっております。
　この事業により、生徒の学習環境が向上し、今まで以上に「登校したくなる学校」となることが期待されます。

　雫石中学校は、昨年９月に文部科学省から「スーパーエコスクール実証事業」の対象校に選定されました。

【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）　＊文部科学省のHPにも事業概要や解説が掲載されています。

【８月】国道清掃でココロもピカピカ（国道清掃）

１月に実施したワークショップの様子

【１月】なまったカラダに一撃 !!（フィットネス）

【１月】疲れぶっ飛ぶゴールデンリフレッシュタイム（ヨガ体験）

【９月】「あなたのソバが
いい！」なんて言われて
みたい（ソバ打ち体験）

【12月】日本最古の芝居小屋・康楽館を
見学！（秋田県小坂町）
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広報「教育しずくいし」４月号は　４月10日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　２月はスキー大会一色 !インカレ期間は、八幡平市会場のジャン
プ競技役員として従事し、初めて見る生のジャンプに圧倒されまし
た ! その後、当町で開催された各種全国大会でトップレベルの選手
たちの滑りにまたまた圧倒され !自分が滑る楽しみは十分知ってい
ましたが、観戦の楽しみも知ることができた１か月でした。（Ｎ）

　スキー大会開催期間中、自称カメラマンとしてアルペン・クロカ
ン両方の競技風景を撮影しました。恥ずかしながら、クロカン競技
を間近で見たのは初めてですが、オリンピック期間と重なったこと
もあって、クロカン競技の面白さを感じることができました。そし
て大会が終わり、気がつけば机には書類の山 ! 助けて～ !（Yasu）

次回は下長山小学校からの情報をお送りする予定です。

～「地域の皆様とともに」～ 安庭小学校副校長　吉田　淳子

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№106　安庭小学校　編～

【３月】
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
【４月】
４日㈮ 雫石中学校入学式
７日㈪ 小学校入学式（七ツ森、下長山、橋場）
８日㈫ 小学校入学式
 （雫石、上長山、西根、御明神、南畑、安庭）
16日㈬ ことばの教室始業式
24日㈭ 教育委員会議

● ３～４月の主な行事予定 ●

新緑の雫石を駆け抜けよう！
第30回岩手山ろくファミリーマラソン
【期　日】５月18日（日）
【申込締切】３月27日（木）
【問い合わせ】
　・（財）雫石町体育協会（692-5030）
　・ 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）

〈三世代交流会〉
　11月15日には、
三世代交流会を保
護者や祖父母の皆
様とともに行いま
した。１・２年生
は雫石・語りっこ
の会の高橋さんと
川崎さんの昔語り
を聴いた後、あや
とりやおはじき、

　安庭小学校では、地域とのつながりや絆を大切にした教育諸活動を行っています。今年度実施した二つの新しい活
動内容をご紹介します。

　これからも、子供たちが、地域とのつながりを感じ、地域を大事にする心を地域の皆様とともに育てていきたいと
思います。

〈秋の御所湖クリーン作戦〉
　11月14日に全校で地域の清掃活動を行いました。日頃
お世話になっている地域へ自分たちができることを、と
いう観点で１年生から６年生までの縦割り班で地域の
ファミリーランド・御所保育園・通学路・御所湖周辺の
清掃をしました。御所保育園では、園庭の石拾いや砂利
運びをするたくましい姿が見られました。ファミリーラ

　縦割り班で協力し
ながら子供たちが自
分たちの手で地域に
貢献するという活動
ができました。

メンコなどの昔の遊びを、３・４年生は農業指導セン
ターの桐山さんを講師に豆腐作り、５・６年生は戸沢ふ
れあいサロンの皆様を講師に小豆餅作りを行いました。
大豆や小豆、もち米は、地域の方にご指導いただきなが
ら畑で育て収穫したものです。最後に「感謝の会」の中
で調理したものを振る舞ったり手紙を渡したり出し物や
合唱を披露したりしました。
　子供たちは、たくさんの方に声をかけられ楽しい時間
を過ごしました。参加した祖父母の方の「安庭の子は、
こんないい時間を過ごしているから目がきらきら輝いて
いるのだと思います。」というありがたい感想もいただ
きました。

ンドでは、保護者ボ
ランティアの皆様と
ともに落ち葉はきを
したり雑巾で遊具を
きれいに拭いたり、
通学路や御所湖周辺
では一生懸命ゴミ拾
いや落ち葉はきをす
る姿が見られました。
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