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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　４月25日（金）、今年で21回目となる鯉のぼり掲揚式を雫石川園地で開催しました。天気にも恵まれた中、七ツ
森小学校の２～４年生43人が笑顔いっぱいで鯉のぼり掲揚のお手伝いをしてくれました。
　また、鯉のぼり掲揚後、児童の皆さんは「元気に育つんだよ」と声をかけながら、2,000匹のヤマメを放流し
ました。

将来の夢を発表しました

ヤマメの放流色とりどりの鯉のぼりを広げて みんな元気いっぱい！

仲良しの友だちと一緒に

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

おばあちゃん　きょうからわたしが　よみきかせ （村田　夢華　大村小 1年）

春風を泳ぐ！「150匹の鯉のぼり」と150本の桜並木
～鯉のぼり掲揚式

春春
特集
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特集 ～岩手国体の開催に向けて・雫石町開催種目の紹介
　平成28年10月１日～10月11日までの11日間にわたり、スポーツの普及、国民の健康増進と体力の向上、地方スポー
ツの振興と地方文化の発展、国民生活を明るく豊かにすることを目的として、県内各地で第71回国民体育大会「希望
郷いわて国体」が開催されます。
　当町では、正式競技「アーチェリー」とデモンストレーションスポーツ「３Ｂ体操」を開催することとなっており、
競技運営体制の整備を進めています。今回は、この２種目について紹介します。

正式競技「アーチェリー」はどんな競技？　～平成28年10月７日（金）～９日（日）開催

デモンストレーションスポーツ「３Ｂ体操」はどんな種目？　～開催日未定

　アーチェリーは、弓で矢を射て、標的上の得点を競う競技です。現在ではオリ
ンピックの正式競技として定着し、国内でも多くの選手が競技を楽しんでいます。
　種目には、競技場等で行うターゲット、野山を利用したフィールド、室内で行
うインドア競技があり、国体ではターゲット競技が採用されています。
　競技は予選・決勝ラウンドに分かれ、予選ラウンドでは、１選手が70 m先の
的に４分以内で６本の矢を射ち（１エンド）、これを12エンド、計72射行います。
この予選ラウンドの成績は個人戦・団体戦どちらにも適用され、個人戦では予選
通過順位が決まり、団体戦では各都道府県代表３選手の合計得点を算出し、決勝
ラウンド進出の都道府県を決めます。

　３Ｂ体操は、３種類の用具（ボール・ベル・ベルター）を補助として使いな
がら、色々な音楽に合わせて行う健康体操です。
　ベビー＆ママの体操、親子体操、ジュニア体操、成人、高齢者、障がいがあ
る方の体操などがあり、遊びの運動、筋トレ、ヨガ、ダンスなどを取り入れ、
仲間と楽しみながらできるのが特徴です。

＊ デモンストレーションスポーツは、国体期間中に開催される、子どもからお年寄りまで幅広く親しまれている、あ
るいは親しむことができるレクリエーションスポーツ行事のことです。

最高得点30点

平成22年度東北総体予選ラウンドは雫石町を
会場に開催されました。

優勝決定戦の様子１対１のマッチ戦
　右　優勝した佐々木選手（岩手）

　個人戦決勝ラウンドは、予選順位最下位の16位と最上位の１位、15位と２位というように対戦相手を決め、マッチ
戦で優勝者を決めます。団体戦決勝ラウンドは、トーナメント方式により３選手が２分以内に２本ずつ矢を射ち（１
エンド）、これを４エンド、計24射行い、得点の高いチームが勝ちとなります。
　予選では72本の矢に全神経を集中させ、気力と体力を振り絞って矢を射つ選手の姿が見る者に感動を与えます。１
試合20分程度で勝敗が決まる決勝ラウンドでは、矢１本ごとに得点が表示されるので、全24射の１射ごとに大歓声が
飛び交い、応援にも思わず力が入ります。70 mも先にある標的に見事矢が命中する様子は必見です。

６月14日（土）に初心者向けアーチェリー体験教室を開催します。詳細はＰ５をご覧ください。

雫石公民館で３Ｂ体操教室を開催しています。詳細はＰ５をご覧ください。

【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

ボール ベル ベルター
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歴史民俗資料館・リニューアルオープンに伴う本館休館お知らせ
　御所ダム建設による水没を契機に、消滅していく歴史民俗資料の保存と
学習の場を提供することを目的として、昭和49年６月25日に開館した歴史
民俗資料館が今年度40周年を迎えます。
　40周年に合わせて、内装工事及び展示資料の入れ替えを行うため、下記
の期間中、本館を休館します（曲り屋は見学できます）。
【本館休館期間】６月１日（日）～６月24日（火）

開館日の６月25日に合わせ、リニューアルオープンいたします。
皆さまのご来館をお待ちしております。

ミニ特集 ～文集「雫石たんたん」が発刊されました
　昭和36年に第１集が発刊されてから１年も絶えることなく受け継がれてきた、文集
「雫石たんたん」（雫石たんたん編集委員会・編）の第53集が平成26年２月に発刊され
ました。
　町内の小学１年生から中学３年生までの児童生徒が書いた作文をメインに、絵画作
品も掲載されており、学習発表会や遠足をテーマにした生活文、平和や敬語について
考えた意見文、自分で物語を考えた創作文、震災学習についての記録文など、テーマ
や文種も多種多様で読み応えがあります。
　児童生徒、保護者のみなさんはもちろん、町民のみなさまもぜひ気軽にお手に取っ
て、町内の児童生徒の素晴らしい作品に触れてみませんか。

＊ 文集「雫石たんたん」は、町立図書館内で読むことができます。第53集も含め、蔵
書数が多い集は貸し出しも可能です。

①学校の跡地利用について
委員 小学校適正配置の説明会等で
跡地利用について質問される場合
があるようだがどのように対応す
るつもりか。
教委 跡地利用は、説明が難しい内
容の一つです。具体的に説明する
ことで聞いている方がイメージし
やすい反面、統合ありきの説明と
捉え気分を害される方もおられま
す。ただ、いずれは決定しなけれ
ばならない内容ですので、町当局
との話し合いを行い、地域の皆様
の意見を聞きながら、具体案を決
定したいと考えております。

 教育委員会定例会リポート（３・４月）
― その１　議案編（４月）　以下の案件が可決されました。 ―

１．雫石町就学指導委員会委員の委嘱並びに任命に関し議決を求めることについて
２．雫石町文化財保護審議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて
３．教育財産の用途廃止に関し議決を求めることについて

― その２　質疑応答編（３月） ―
≪小学校適正配置計画実施に係る課題について≫

②児童数（規模）について
委員 大きな学校になると生徒一人
一人に目が届かなくなる、大勢の
中に埋もれてしまう等、不安があ
るとの意見を聞くが実際にそうな
るか。
教委 説明会等でも同様の意見が出
ます。ただ、現在の幼児数等から
予測すると、統合した場合でも一
クラスあたり25人程度となるのが
最大ですので、現時点より大きな
学校とはなりますが、一般的に言
うと小規模校に分類されます。25
人程度であれば、先生方の目も行
き届き、大勢の中に埋もれる心配
も少なく、理想に近い教育環境が
築けると考えます。

③放課後児童クラブについて
委員 統合後、放課後児童クラブは
どうなるか。
教委 放課後児童クラブは、福祉課
の所管ですが、統合を考えるとき
に一緒に検討すべき内容です。現
状のまま、各学校に置いた場合、
統合した小学校との送迎の問題が
発生します。一方、統合後の小学
校にのみ置いた場合、迎えに来る
保護者等の負担が大きくなること
も想定されます。実際、どちらも
一長一短で意見が分かれる内容で
すが、担当の福祉課と打ち合わせ
を重ね、地域の皆様の意見も聞き
ながら、より良い方法で決定した
いと考えております。

＊ このほかにも、教育委員会の表彰規定、図書館の開館日、雫石中学校の卒業式、ファミリーマラソンなどについて
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）
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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！（3/21～4/20受け入れ分　計169冊）

〈５～６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）。

【5月】12日（月）、19日（月）、26日（月）
【6月】2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）、30日（月）

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！
「偉人は死ぬのも楽じゃない」（河出書房新社）

ジョージア・ブラッグ著／梶山あゆみ訳
　この本には警告が書かれていま
す。『血なまぐさい話が苦手なら、
この本を読んではならない』と。コ
ロンブスやクレオパトラ、ワシント
ンがどのようにして死んだか知るも
のは少ない。すべて本当にあった物
語です。

お知らせください
　引っ越し等で、住所や電話番号など図書館利用者
登録時と変更のある方は、図書館へご連絡下さい。

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】５月17日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『ちいさなかえるくん』…甲斐　信枝・作
・『てがみをください』…やました　はるお・作
・『かえるくんのとくべつな日』
　　　　　 …マックス・ベルジュイス・文／絵

　　　　　　　　　　　　　　　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】５月15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…「おおきなかぶ、がたんごとん」
・かみしばい…「ありのあわわ」
・パネルシアター…「ありがとう、いえるかな？」
・こうさく…「かえるくんとあそぼう」
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

〈つどいの広場「たんぽぽおはなし会」〉
健康センターで６月６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 ●
・カレイドスコープの箱庭 ·······················海堂　尊
・岳飛伝 8 ··········································· 北方　謙三
・微睡みの海 ······································· 熊谷　達也
・頼みある仲の酒宴かな ······················ 佐藤　雅美
・上野池之端鱗や繁盛記 ······················ 西條　奈加
・逆流 ················································· 笹本　稜平
・スタンダップダブル 2 ······················ 小路　幸也
・オバさんになっても抱きしめたい ····· 平　安寿子
・首都崩壊 ··········································· 高嶋　哲夫
・神楽坂のマリエ（ヤッさん２） ···············原　宏一
・紅花染め秘帳（はやぶさ新八御用旅６） ··· 平岩　弓枝

● 一般書 ●
・おひとりさま老後の便利帳
　　　　　　　　 ·············· シニアの暮らし研究会
・学校司書たちの開拓記 ···················五十嵐　絹子
・地図でめぐる神社とお寺 ·············帝国書院編集部
・チャイルド・プア ····························· 新井　直之
・イライラしない子育ての本 ················ 川井　道子
・図解社会人の基本マナー大全 ············ 岩下　宣子
・辞書から消えたことわざ ··················· 時田　昌瑞
・偉人は死ぬのも楽じゃない
　　　　　　　　 ·············· ジョージア・ブラッグ
・世界で一番キケンな生きもの ············ 千石　正一
・手編み大好き！’14 ························実業之日本社
・毎日食べてもふとらない体にやさしいお菓子
　　　　　　　　 ······························· 石澤　清美
・東北・北海道の美酒 ·······················葉石　かおり
・Beyond···············································水谷　修

● ヤング・児童書 ●
・消えてなくなっても ·······················椰月　美智子
・アイスプラネット ·································椎名　誠
・マンガで覚える元素周期 ·············元素周期研究会
・アナと雪の女王···························サラ・ネイサン
・かあさんのしっぽっぽ ······················ 村中　季衣
・魔女カフェのしあわせメニュー
　　　　　　　　 ····················· あんびる　やすこ
・「おもてなし」の大研究 ····················· 柴崎　直人
・おおかみだあ！·············セドリック・ラマディエ
・王さまレストラン ····························· 寺村　輝夫
・ぼくのこえがきこえますか ················ 田島　征三
・つかまえた！ ·································鈴木　まもる

お願い

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

雫石公民館～エネルギー教室
　クイズや火力発電の模型で電気の勉強をしてみません
か？スライム電池を作ります！ 
【日　時】７月29日（火）13：00～15：30
【場　所】雫石公民館
【講　師】㈱東北電力のみなさん
【対象・定員】町内の小学生・先着20人
【受講料】無料
【申し込み】５月12日（月）～７月18日（金）までに雫
石公民館へお申し込みください（受付時間／平日9：
00～17：00）。

初心者向け・アーチェリー体験教室
【日　時】６月14日（土）10：00～12：00
【場　所】雫石高等学校・弓道場
【講　師】岩手県アーチェリー協会員
【対象・定員】町内在住の小学生以上の方ならどな
たでも（小中学生は保護者の承諾が必要です）

【受講料】無料
【その他】道具は主催者が準備しますので、運動し
やすい服装でご参加ください。

【申し込み】６月６日（金）までに社会教育課へお申
し込みください（692-6591）。

雫石公民館・３Ｂ体操教室
【日　時】５月12、15、26日
　　　　６月５、９、19、23日　10：00～12：00
＊７月以降の日程はお問い合わせください。
【場　所】雫石公民館・会議室
【講　師】日本３Ｂ体操協会・公認指導者
【参加費】月額500円
【申し込み】当日会場で受け付けます。
【問い合わせ】雫石公民館（受付時間／平日9：00～
17：00）

クルミの樹皮でかごを作ろう
材料採取から製品作成まで手作業で行います。

お好きなものをご自由に。
【日時・場所】
《樹皮採取》６月15日（日）、29日（日）
9：00～15：30　雫石川河川敷で材料採取し、その
後雫石町歴史民俗資料館で樹皮剥ぎを行います。
「自分が使う材料は自分で採る」ので、必ず上記
いずれかの日にご参加ください。

《かご作り》７月12日（土）9：00～15：30
　雫石町歴史民俗資料館
＊以降、水・金・土曜日に随時指導日を設けます。
【対　象】高校生以上（刃物を使用するため）
【定　員】先着10人
【受講料】無料
【持ち物】昼食、長靴、軍手、帽子、のこぎり（生木用）、
千枚通し、カッターナイフ、はさみなど
＊汚れてもよく、動きやすい服装でお越しください。
【申し込み】５月16日（金）から雫石町歴史民俗資料
館（692-3942）で受け付けます。（受付時間／9：
00～16：00・木曜休館）

あなたも語り手 ストーリーテリング講座
　近年、本からおはなしを覚えて語るストーリーテリング
が注目されています。「耳から入るものは心に伝わる」
と言われるように、聞く人の想像力を掻き立て、おはな
しの世界に入る扉を開きます。
【日程と内容】
第１回「語りの基礎講座Ⅰ　心揺さぶる語り―方言
の語りから現代の語りまで」講師　町立図書館職員
６月18日（水）10：00～11：30
第２回「語りの基礎講座Ⅱ　実技編　声の出し方・
本の選び方」　講師　町立図書館職員
７月２日（水）10：00～11：30
第３回「あなたも語り手　おはなし会を楽しもう」

講師　おはなしちゅーみんのみなさん
７月16日（水）10：00～12：00
【場　所】中央公民館・視聴覚室
【受講料】無料
【申し込み】５月15日（木）～６月13日（金）までに町
立図書館へお申込みください。 

楽しい紙芝居・パネルシアター実演講座
　“紙芝居“と”パネルシアター“は日本発で世界中に
広がった文化です。実演のコツを覚えて、みんなで楽し
みませんか？
【日　時】６月３日（火）
　　　　10：00～12：00
【場　所】中央公民館・視聴覚室
【講　師】 うすゆきそう文庫のみな

さん
【受講料】無料
【申し込み】５月15日（木）～５月30日（金）までに町
立図書館へお申込みください。

教育しずくいし110.indd   5 14/04/30   13:53



6  広報●教育しずくいし●2014●5●No.110●

【掲載できる内容】
 ・生涯学習に関わる講演会・発表会の案内
 ・サークル活動の紹介やメンバー募集
 ・芸術活動や文化活動の成果発表の案内 など
＊ ただし、内容及び紙面の都合上掲載をお断りす
る場合があります。また、掲載内容については
当方に一任していただきます。

【掲載を希望する場合】
　広報「教育しずくいし」編集担当（社会教育課・
692‒6413）または関係機関（町内各地区公民館・図
書館・町営体育館等）にご相談ください。

【教育・文化　なんでも掲示板】は、教育委員会
主催事業等以外でも「みんなが主役　誇らしく心
豊かなまち　しずくいし」につながるものを紹介
するコーナーです。

雫石町柔道スポーツ少年団・団員募集！
　町柔道スポーツ少年団では、今年度の活動団員を
募集しています。今や武道は、中学校で必修となっ
ています。中学校入学前に柔道を楽しく学びませんか。
【活動日】毎週水・木・土曜日
　　　　18：30～20：00

【場　所】町営体育館・柔道場
【問い合わせ】町柔道スポーツ少年団
　代表 山崎　忍　TEL090-7792-2714
※ 見学も随時受付中。お気軽にお問い合わせください。

雫石ドリームガールズスポーツ少年団・団員募集
　町内に唯一存在する小学生の女子ソフトボール
チームです。ソフトボールに興味のある方、中学校
でソフトボール部に入部したい女子小学生の皆さ
ん、一緒に楽しく活動しませんか。
【活動日】毎週土・日曜日
【場　所】御明神小グラウンド　ほか
【問い合わせ】雫石ドリームガールズスポーツ少年団
　藤村祐幸　TEL090-4556-2822
※ 見学も随時受付中。お気軽にお問い合わせください。

第67回岩手芸術祭テーマ募集！
【応募資格】県内在住、出身者又は本籍がある方
【応募方法】所定の応募用紙またはハガキ、メール、
FAX。ハガキ、メール、FAXの場合は、①応募テー
マ（５点以内）、②氏名（ふりがな）、③年齢、④性別、
⑤職業（学生の場合は学校名・学年を記入）⑥住所、
⑦電話番号（連絡先）を記載してください。

【募集期間】５月31日（土）まで※必着
【表　彰】優秀作：賞状及び賞金（２万円）／佳作：賞
金（５千円）＊中学生以下の場合は図書カード
【発　表】６月27日（金）事業団ホームページに掲載
するほか、入選者には直接通知します。

【応募・問い合わせ】
〒020‒0023 盛岡市内丸13番１号
［（公財）岩手県文化振興事業団総務部内］第67回
岩手芸術祭実行委員会事務局　テーマ募集係
（TEL654-2235・FAX625-3595）
URL：http://www.iwate-bunshin.jp
E-mail：geijyutsu67@iwate-bunshin.jp

【教育・文化 なんでも掲示板】に
情報をお寄せ下さい！

雫石公民館～太極拳教室
　４月からスタートしているこの教室、太極拳に興味があ
る方を随時募集しています。
【日　時】毎週金曜日（8/15、10/31、1/2をのぞく）
　　　　14：00～15：30

【場　所】雫石公民館・会議室
【講　師】浅沼　和子さん
【対　象】太極拳に興味がある方。
初心者・ご高齢の方、大歓迎です！

【定　員】各回15人
【 問い合わせ】雫石公民館（受付時間／平日9：00～
17：00）

観覧無料！昔語りの会in歴史民俗資料館
【開催日】11月まで毎月
　　　　第１水曜・14：00～　　（勉強会）
　　　　第４土曜・10：00～14：00（一般公開）

【場　所】歴史民俗資料館・曲り屋
＊予約不要です。お気軽にお越しください。

雫石町民登山
【期　日】６月29日（日）
6：50町営体育館駐車場集合／7：00出発
【行き先】青森県弘前市　岩木山（1,624ｍ）
【参加料】１人2,000円（保険料等）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着35人
【申し込み】６月８日（日）～６月20日（金）までに町
営体育館へ電話でお申し込みください。
【持ち物】昼食・飲料水・雨具・着替えなど
【その他】８合目まではバスで登頂します。町山岳
協会員がガイド、安全誘導します。また、申込後
の参加料は返金できません。
【問い合わせ】（財）雫石町体育協会事務局
雫石町営体育館内（692-5030）　担当　横森
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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！

心新たに一年を ！ 平成26年度雫石町スポーツ少年団結団式

雫石高校生が参加 ！「列車通学生マナーアップ啓発活動」

報告

報告

　４月13日、今年度の町スポーツ少年団結団式を町営体育館
で行いました。
　町内32団体のスポーツ少年団のうち15団体、約170人の団
員、約70人の指導者及び父母が集まり、今年一年の決意を新
たにしました。
　結団式では、団員を代表して「御明神ゴールデンイーグル
ススポーツ少年団」の古川端晴輝（ふるかわばた はるき）
君が、代表で「団員綱領」を一つずつ唱和し、それに続いて
参加団員全員が大きな声で復唱を行いました。
　結団式終了後の講演会では、「目指してみよう、たくさん
の仲間たちと」をテーマに、町内出身で県立不来方高等学校
校長の平藤淳先生より講話をいただきました。

　４月23日（水）、青少年の健全育成の一層の推進を目的とし、盛岡地区
の市町村及び関係機関が連携して、「列車通学生のマナーアップ啓発活
動」を行いました。
　当町では、雫石駅舎内で７：45～８：15の約30分間、雫石高校の生徒８
人・教諭２人、町職員３人の計13人が参加し、朝のあいさつとともに、
列車の乗降口・席・通路、駅の改札・出入口での「ちょっと気づかい　
ゆずりあい」と書かれた啓発カード入りのポケットティシュを配布し、
マナーアップを呼びかけました。
　特にも、参加した雫石高校生の皆さんが、電車通学の生徒や通勤で電
車を利用する方々へ積極的に呼びかけをし、活動を活気づけました。

　「おはようございます」、「誰ですか」、「昨日、イオンに行って来たの」、「タッ
チして」・・・。子ども？いや孫になるのかな。かわいい子どもたちに澄ん
だ目で見つめられ声をかけられ、うろたえている自分がいます。
　そう言う私は、４月から教育委員会で教育相談員としてお世話になってい
ます。３月末に上長山小学校で定年退職し、頭の切り替えもできないまま、
慌ただしく今の仕事がスタートしました。どうぞ、よろしくお願いいたします。
　４月半ばから町内の保育所（園）や幼稚園を訪問し、園長さんや所長さ
ん、保育士の先生から子どもたちの様子をお聞きしたり活動の様子を参観さ
せていただいたりしています。人生経験０～５年の子供たちを、一人一人の
特性を見極めながら熱心に指導しておられる先生方の姿は眩しく感じるとと
もに、自分もたくさん勉強しなければと気持ちを引き締めているところです。
　さて、教育相談員の仕事内容については、「教育相談員に関する規則第２
条（職務）」に（1）学校不適応児童及び生徒の教育相談に関すること、（2）

生徒指導に関すること、（3）前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認めること、とあります。子どもたち
が安心して学校に通い、将来の自立に向けて力を発揮できるように、そのお手伝いをするのが私の役割なのかなと
考えています。
　保護者の皆様のお子様の就学や学校生活等での様々な悩みや相談を伺い、よりよい方向について一緒に考えたり、
専門の先生や関係機関への橋渡しを行ったりします。どうぞ、遠慮なくご相談ください。

全員で団員綱領唱和

講演会の様子

　今年度から教育指導員となった佐々木弘さんに、「ごあいさつ」として、この１か月の振り返りと今後に向けて
の決意をお話ししていただきました。

新教育相談員・佐々木　弘さん　ごあいさつ紹介
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広報「教育しずくいし」６月号は　６月12日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　伯父が、国体・雫石町開催競技のアーチェリーをやっているた
め、伯父に教えてもらいアーチェリーを体験したことがありま
す。弓を引くのは大変でしたが、的に当たった時の喜びはそれを
忘れるほどで、的と一緒に楽しく記念撮影をしました。６月に体
験教室を開催しますので、折角の機会！ぜひ参加してみては？（Ｎ）

　好天の中開催された「鯉のぼりを泳がせよう掲揚式」。１分咲
きとは言え、桜咲く掲揚式は５年ぶりです。ところで、わが家の
アイドル２号はただ今「言い間違い」真っ最中！ぶつかる→つぶ
かる、おくすり→おすくり、そして、きもちわるい→きちもわる
い！おもしろすぎです…。（Yasu）

次回はわかば幼稚園からの情報をお送りする予定です。

～「あおぐもプラン safety&study」の実現に向けて～
雫石中学校　副校長　菅原　浩樹

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№108　雫石中学校　編～

【５月】
９日㈮ 岩手県下一般男女バスケットボール選手

権（10日まで）
10日㈯ 全日本学童軟式野球選手権岩手南地区予

選 (11日まで )
17日㈯ 雫石中学校体育祭
18日㈰ 岩手山ろくファミリーマラソン
24日㈯ 小学校運動会（雫石・七ツ森・御明神・

橋場・南畑・安庭）
25日㈰ 小学校運動会（上長山・下長山・大村）
 雫石地区行政区野球大会
 御所地区春季グラウンド・ゴルフ大会
27日㈫ 教育委員会議

【６月】
１日㈰ 西根小学校運動会
 御明神地区壮年男子ソフトボール大会
７日㈯ 町スポーツ少年団春季野球大会（８日ま

で）
15日㈰ 雫石地区男子ソフトボール大会
 御所地区混合バレーボール大会
 西山地区行政区対抗野球大会
 御明神地区行政区対抗野球大会
18日㈬ 小学校陸上記録会
21日㈯ 岩手地区中学校総合体育大会（22日まで）
25日㈬ 教育委員会議

● ５～６月の主な行事予定 ●

　本校のまなびフェストにあたるものが、「あおぐも
プラン」です。この目標値の達成をひとつのねらいと
し、今年も様々なことに取り組んでいきます。

　本校の活動の特色として、体育祭・文化祭・野球応援・
陸上応援等があげられます。どの活動も生徒が中心となり、
全学年が一致団結して活動し大きな成果をおさめており、
生徒にとって誇りある活動になっています。今年も昨年に
勝るとも劣らない活動が期待されます。
　また、本校生徒はボランティア活動への意識が高く、昨
年度行われた陸前高田市でのボランティア活動へは、定員
を倍以上超える希望があり、急遽バスを増便して対応しま
した。冬場にはスノーバスターズの活動に積極的に参加し、
さらに様々な募金活動を行うなど、「人のために頑張る」
意識は目を見張るものがあり、様々な活動の軸になってい
ます。
　PTAの方々の諸行事へ参加率も大変高く、生徒・保護
者・学校が一体となった活動は生徒にとって大変良い影響
を与えていただいております。
　それらのつながりを大切にしながら今年も生徒・保護
者・地域の皆様とともに頑張っていきたいと思います。ど
うぞよろしくお願いします。

　これらを重点に「満足度」において、『秩序があり
安心して生活できる学校と感じる生徒』が85％、『授
業がわかると感じる生徒』が75％という目標の達成
に向けて取り組んでまいります。

『Ｓａｆｅｔｙ』 生活力向上
１　社会に通じる規範意識の確立を目指します　
２　生活三原則の達成を目指します
３　一日のスタートは静寂と集中から
４　生徒会の自治活動を推進します
『Ｓｔｕｄｙ』　学力向上
１　わかる授業の実践
２　授業と家庭学習の連動
３　学力調査等の目標値は県レベルを目指します
４　 各種検定への挑戦及び作品コンクール等の応募を積極
的に行います

雫中祭

ボランティア活動
地区陸上競技大会応援
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