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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　５月18日（日）、第30回岩手山ろくファミリーマラソンを開催しました。来場者や観覧者にとっては若干肌寒く感じ
るも、疾走するランナーにとっては、絶好のマラソン日和となりました。
　今年は、1,711人の参加申し込みがあり、町内からも142人が参加し、残雪残る岩手山を背景に若葉色に染まり始め
た町内の特設コースを走り抜けました。

菜の花が咲く中でのラン 選手宣誓　大村さん家族
親子ペアの部、手を
つないでゴール！

４km男子中学生の部
雫中生が１位、２位独占！

３km・親子ペアの部、スタート！

【ハーフ男子高校以上】
　２位　目移　和行
【ハーフ女子高校以上】
　５位　曾根田　裕香
【４km男子中学生】
　１位　桐山　大輝
　２位　村田　涼輔
　４位　高橋　弦士
　５位　菊池　柚真

【４km小学高学年男子】
　２位　横欠　秀斗
　６位　新里　岳士
【４km女子中学生】
　２位　村上　優空
　６位　村田　侑愛
【４km小学高学年女子】
　１位　桐山　はる菜
　３位　長坂　柊花
　４位　長坂　桜花

【３km小学低学年男子】
　６位　谷地　翔成
【３km小学低学年女子】
　３位　浦田　美咲
　６位　村田　桃華

～第30回岩手山ろくファミリーマラソン上位入賞者一覧（町内）　敬称略～

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

さあとしょかん　あの本　ぼくをまっている （桜小路　七暉　西根小２年）

町内特設コースを疾走！～第30回岩手山ろくファミリーマラソン～
（

特集

教育しずくいし111.indd   1 14/06/06   7:28



2  広報●教育しずくいし●2014●6●No.111●

特集 ～「雫石町立小学校適正配置基本計画」に係る
懇談会が終わりました

　４月14日から５月２日まで、町内８小学校区（雫石小及び七ツ森小を除く）で「雫石町立小学校適正配置基本
計画」に係る懇談会を開催しました。ここでは、懇談会の概要と今後の予定をお知らせします。

（2）主な意見
・ 期限を設定せず、地域の意見も聞きながらじっく
り話し合いを行うべき。平成28年４月１日に統合
は急ぎ過ぎと感じる。

・ 子ども達に影響の少ない計画で統合を進めてほし
い。

・ 他の人の意見も聞きたいのでアンケート調査をし
てほしい。

・ 統合した場合のメリットが理解できない。説明が
不足しているように感じる。

・ 統合後に使用する学校を決定した根拠を明確に示
してほしい。

・ 統合する場合、子ども達の精神面をケアしてほし
い。

・ 統合後も校舎を使用する学校、使用しなくなる学
校に関わらず、町内の保護者及び地域の住民が一
体となって将来を考えるべき。 ・ 地域で継承している伝統芸能等に取り組む時間を

統合後も確保してほしい。
・ 統合により、地域の核となる施設だった学校が無
くなることで、地域が過疎化しないよう配慮して
ほしい。
・ 受け入れる学校の施設整備を完了させてから統合
してほしい。
・ 統合するのであれば、スクールバスの運行範囲等
の見直しも行ってほしい。
・ 放課後児童クラブ、スポーツ少年団活動にも配慮
した統合としてほしい。
・ 統合が決定した場合、統合小学校ごとの交流を充
実させ、児童がスムーズに統合できるようにして
ほしい。

南畑小学校

橋場小学校

１．懇談会の概要
（1）参加状況

日　　程 場　　所 参加人数

４月14日（月）19：00～20：30 大村小学校１階ホール 15人

４月15日（火）19：00～20：50 南畑小学校１階ホール 33人

４月22日（火）19：00～19：55 安庭小学校１階ホール ７人

４月23日（水）19：00～20：25 上長山小学校１階ホール 15人

４月25日（金）19：00～20：15 西根小学校２階ホール 14人

４月30日（水）19：00～20：45 下長山小学校１階ホール 15人

５月１日（木）19：00～20：15 橋場小学校１階ホール 24人

５月２日（金）19：00～20：00 御明神小学校給食室 ５人
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①ジュニアリーダーズクラブ「SKY」について
委員 現在のジュニアリーダーズクラブ「ＳＫＹ」の会
員数は何人か。
教委 「ＳＫＹ」は中学生と高校生で組織しており、平
成25年度で33人前後が登録し、その中で常時活動して
いるのは、20人程度です。町内で行っている、読書の
つどい、ファミリーマラソンなど、あらゆるイベン
トに参加し、富士市との交流の際もスタッフとして手
伝ってもらっています。活動内容を県内の同様の団体
と比較しても、非常に優秀な活動を行っております。

 教育委員会定例会リポート（４・５月）
― その１　議案編（５月）　5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（４月） ―

②ゲームを含めたテレビ等視聴時間の削減について
委員 朝早く起きて、携帯電話でゲームを行っている児
童がいるようだが、教育委員会ではどのような対策を
しているか。
教委 平成24年度教育振興運動実践交流会で、仙台医療
センターの田澤先生に「脳へ与える悪影響を減らすた
め、メディアに接触する時間を制限することの重要性」
などについて講演をしていただき、ＰＴＡの方々など
講演会の参加者に呼びかけていただきました。各家庭
の考え方も様々で難しい面もありますが、学校、ＰＴＡ、
教育委員会が一丸となって、ゲームを含めたテレビ等
視聴時間の削減に取り組んでいるところです。

＊ このほかにも、不登校への対策、雫石中学校の入学式、小学校の統合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）

２．今後の予定
（1）ＰＴＡ会長等との意見交換会（６月中旬から７月上旬）
　６月17日（火）からの日程で、小学校ごとにＰＴＡ会長等役員の方々と意見交換を行う予定です。学校教育課か
らは課長及び担当者の２人で伺い、最初の説明会及び前回の懇談会で議論できなかった点などについて、話し合
いたいと考えております。

（2）アンケート調査の実施（７月下旬までに）
　皆様から要望の多かったアンケート調査を行うこととしました。対象は、小学校の現役保護者の方々で、雫石
小と七ツ森小を除いた小学校区でＰＴＡ役員の協力をいただき、実施します。今回、小学校適正配置に係る説明
会及び懇談会を行ってきた中で、皆様がどう考えているのかを伺い、集計したいと考えております。

（3）跡地利用の可能性についてインタビュー（８月頃から）
　跡地利用は、統合を実施するために重要な課題となっております。行政区長等、地域の役員の方々へインタ
ビューを行い、広く地域のご意見を伺い、役場内関係課での調整会議に反映させたいと考えております。

（4）役場内調整会議の開催（８月頃から）
　跡地利用の方策、放課後児童クラブのあり方等、統合実現に向けた課題解決に向けた話し合いを町当局、企画
財政課、福祉課等、関係課と行います。また、その内容については議会等への説明も行いながら、調整して参り
ます。

（5）地区懇談会の実施（９月下旬までに）
　御所地区、西山地区、御明神地区の３ケ所で、懇談会を開催します。統合に向けた各小学校の立場、地域の立
場等、様々な立場から意見を出していただき、出席者全員で議論を深め、課題等を共有したいと考えております。

（6）統合準備委員会の設置（12月下旬までに）
　統合予定の小学校ごとに「統合準備委員会」を設置します。この委員会は、校名、校歌、校章、スクールカラー
等、統合のために必要な実務的な事項を決定する委員会です。現在の小学校ごとに学校関係者、PTA関係者、
地域住民等から代表者を選抜して、統合小学校ごとに組織していただきます。

【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！（４/21～５/20受け入れ分　計86冊）

〈６～７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）。

【6月】16日（月）、23日（月）、30日（月）
【７月】７日（月）、14日（月）、22日（火）、28日（月）

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！
　「野火　篠崎八郎と坂上田村麻呂」

（まつやま書房）　山本重孝・著　
　雫石町を舞台にした歴史の中で、
坂上田村麻呂の重臣であった篠崎八
郎を知る人は少ないでしょう。篠崎
という地名の由来であるとも言われ
ている八郎の碑文が篠崎地区の山祇
神社に実在しています。
　東京在住で、雫石の上篠崎出身の
著者が贈る大河小説をぜひ読んで見
て下さい。

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】６月28日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・「ねずみとくじら」…ウィリアム・スタイグ・作
・「ぼくがいちばん」…ルーシー・カズンズ・作
・「こんにちは　おにさん」…内田麟太郎・作

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】６月19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…「おかあさんといっしょに」
・かみしばい…「みんなでたなばた」
・パネルシアター…「だるまさんの」
・こうさく…「でてこい　でてこい　ぷー」　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７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 ●
・忘れ物が届きます ·································大崎　梢
・八月の青い蝶 ········································周防　柳
・不祥事 ·············································· 池井戸　潤
・紫匂う ··················································葉室　麟
・刑事の約束 ···········································薬丸　岳
・女のいない男たち ····························· 村上　春樹
・ケモノの城 ······································· 誉田　哲也
・醒めながら見る夢 ·································辻　仁成
・天地雷動 ···············································伊東　潤
・オール・ユー・ニード・イズ・ラブ ··· 小路　幸也
・貘の檻 ·············································· 道尾　秀介
・グレイ ·············································· 堂場　瞬一
・王朝小遊記 ······································· 諸田　玲子
・ジェームズ・ボンドは来ない ············ 松岡　圭祐

● 一般書 ●
・実家のたたみ方································· 千葉　利宏
・一人でできるはじめての戸籍の読み方・取り方
　　　　　　　　 ···································千葉　諭
・その気持ちを伝えるために ·············八木　亜希子
・ひとつひとつ。少しずつ ··················· 鈴木　明子
・かわいい組ひもの教科書 ··················· 多田　牧子
・よみがえれ 石！ ····························· 枝見　太朗
・よくわかる最新医学子宮頸がん ········· 小田　瑞恵
・イラストでわかる前立腺がん ············ 伊藤　晴夫
・イモムシ　ハンドブック ·······················安田　守
・イベリコ豚を買いに ······························野地　秩
・おいしさのコツが一目でわかる★★基本のパン
　　　　　　　　 ······························· 石澤　清美

● ヤング・児童書 ●
・ペナンブラ氏の24時間書店 ······ ロビン・スローン
・銀行員になるには（なるにはBOOKS140）
　　　　　　　　 ······························· 泉　美智子
・うみべのいす ···································· 新美　南吉
・うまやのそばのなたね ················サラ・ネイサン
・どうぶつたちはしっている
　　　　　　　 ····マーガレット・ワイズ・ブラウン
・ねむいんだもん···························ゆうき　えつこ
・しんでくれた ·································谷川　俊太郎
・さる・るるる・る ···························· U.G.サトー
・海はもうひとつの宇宙 ······················ 高頭　祥八
・石の神 ·············································· 田中　彩子
・瀬戸内海賊物語·····································黒田　晶
・きょうはマラカスのひ ······················ 樋勝　朋巳

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

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室
【日　時】
［３期］７月１日～９月９日
（毎週火曜・全10回）
10：00～11：30
（ただし８月12日は除く）
［４期：午前の部］
７月３日～９月11日
（毎週木曜・全10回）　10：00～11：30
（ただし８月14日は除く）
［４期：夜間の部］７月３日～９月11日
（毎週木曜・全10回）17：00～18：30
（ただし８月14日は除く）
【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・
チューブトレーニングなど体力や年齢に応じたプ
ログラムの作成・実践
【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の方・それぞれ先着10人
【受講料】2,700円（体育館使用料・保険料含む）
【申し込み】６月19日（木）～26日（木）までに町営体
育館へ電話でお申し込みください。

西山公民館パソコン教室～初級編～
【日　時】７月毎週水曜日（全５回）
〈午後コース〉14：00～16：00
〈夜間コース〉19：00～21：00
① ７月２日　パソコン基本操作・日本語入力基礎
② ７月９日　ワードを使った簡単な文章作成
③ ７月16日　ワードおさらい・エクセル基本操作
④ ７月23日　エクセルを使った小遣い帳作成
⑤ ７月30日　インターネット体験・総合おさらい
※パソコンはWindows8.1pro を使用します。
※受講者の状況を勘案しながら進めていきます。
【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】1,000円（初回受講時に申し受けます）
【その他】 筆記用具をお持ちください。参加者が極
少数の場合はコースの開催を見送ること、また、
講師の都合により日程を調整することがあります。
【申し込み】６月19日（木）～６月27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）

御所公民館　キャラ弁教室
キャラクター弁当の作り方・食育環境を学びましょう！
【日　時】６月22日（日）10：00～12：00
【場　所】御所公民館
【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
【申し込み】６月20日（金）までに御所公民館へお申
し込みください。

第１回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）
～秋田・西木村に戸沢氏の足跡をたどる～

　雫石が発祥とされる中世の豪族・大名の戸沢氏。
　800年前、雫石を後にした戸沢氏の足跡を、旧西
木村（現仙北市）でたどります。
【日　時】６月26日（木）
8：30町役場前集合・出発／15：30帰着予定

【見学場所】・宝仙湖 ・戸沢城址 ・紙風船館
・真山寺 ・門屋城址 ・三七日山阿弥陀堂　など
【参加料】2,000円（保険料・昼食代等）
【定　員】先着25人
【申し込み】６月23日（月）までに社会教育課へお申
し込みください。

平成26年度雫石町ジュニア・アスレティック教室
[３期・４期 ]

【日　時】
［３期］７月１日～９月９日
（毎週火曜・全10回）
16：30～18：00
（ただし８月12日は除く）
［４期］７月３日～９月11日
（毎週木曜・全10回）
16：30～18：00（ただし８月14日は除く）
【場　所】町営体育館
【内　容】バランスボール・マット運動等いろいろ
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・バスケットなど）
【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内在住の小学生
【定　員】それぞれ先着10人
【申し込み】６月19日（木）～26日（木）までに町営体
育館へ電話でお申し込みください。
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しずくいし混声合唱団25周年記念コンサート
　中央公民館事業として町内のコーラス団体を中心
に組織されたしずくいし混声合唱団は４月で創立25
周年を迎えました。今では多くの皆様のご支援によ
り活動の場を広げております。
　今回は『豪雨災害復興の願いを込めて』をテーマ
に、これまでの集大成として、組曲ぼくら・風の三
郎、ジブリの世界から、たんたん’ず＆きらりんの
ステージなども披露します。
　なお、収益金は雫石町に寄贈いたします。ぜひ、
ご来場ください。
【日　時】６月22日（日）13：30～
【場　所】中央公民館・野菊ホール
【入場料】一般　500円／中高生　300円　
　　　　 小学生以下　無料
【前売券】中央公民館及び各地区公民館で販売中！
【その他】無料託児室あり
【問い合わせ】しずくいし混声合唱団事務局　

佐々木（692‒2485）

教育講演会
「指導者の本質、子育ての本質、母（父）になる君へ」
　子育て、教育に大事なお話しがいっぱい！これか
ら親になるみなさんにも聞いてほしい内容です。
【日　時】７月５日（土）9:00～11：00
　　　　 （受付8：30～）
【場　所】西山公民館
【講　師】 草野健次（日本バレーボール協会公認講師、

元松下電池工業監督）
【対　象】 どなたでも聴講できます（お子さまもご

一緒に聴講できます）。
【参加費】無料
【その他】 この事業は、教育、体育振興の推進を目

的にふるさと文化振興基金活用事業によ
り行われます。

【申し込み・問い合わせ】 
 実行委員会事務局　上路克彦（090-2794-0549）
　※当日の参加も受付けますが、準備の都合があり
ますので事前にお申し込みください。

【募集締め切り】７月31日（木）必着
【審査・選考】
⑴ 雫石町民劇場実行委員会委員により審査・選考します。
⑵ 採用者には、５万円の謝礼を贈呈します。また、氏名
をポスター等に記載します。
⑶ 選考結果は、８月下旬頃、応募者全員に通知します。
⑷選考の結果、採用作品がない場合もあります。
【応募作品の取り扱い】
⑴応募作品は返却しません。
⑵ 応募作品の著作権は、雫石町民劇場実行委員会に帰属
します。
⑶ 公演に際し、必要に応じて脚色す
　る場合があります。
⑷ 今年度採用作品以外でも、今後の
　雫石町民劇場の原作として採用す
　る場合があります。
【応募先・問い合わせ】
〒020-0555 岩手郡雫石町上曽根田
114番地　雫石町中央公民館内雫石
町民劇場実行委員会事務局
TEL：019-692-4181　
FAX：019-692-4181

【応募資格】どなたでも応募できます。
【応募規定】
⑴趣旨に合致するものであれば、テーマは自由です。
⑵上演時間は、１時間30分程度です。
⑶未発表・未投稿のものに限ります。
⑷ 原作のあるもの（脚色）は、必ず作者の許可を得てく
ださい。

⑸ 執筆する上で、参照・引用した文献がある場合は明示
してください。

【応募方法】
⑴ パソコンで作成する場合は、Ａ４サイズ（横置き、縦
置きどちらでも可）に縦書きで印字してください。手
書きの場合は、市販の400字詰め原稿用紙にボールペ
ン等（鉛筆は不可）で記入してください。

⑵ 原稿の表紙に、タイトル、氏名（ペンネーム）、年齢、
住所を明記してください。タイトル、氏名（ペンネー
ム）には必ずふりがなを付けてください。

⑶ 表紙の次のページに800字程度のあらすじを、また、
その次ページに登場人物一覧表を作成してください。

⑷ 原稿には必ず通しのページナンバーを記入してくださ
い。

⑸ 原本を送付、または下記応募先まで直接お持ちくださ
い。

～あなたが書いた物語を舞台化します。第12回雫石町民劇場脚本・原案募集！～
　雫石町民劇場はこれまで、住民の創意に基づいた町民参加の手作り演劇の制作と公演を通じ、地域の演劇
文化の振興を図り、潤いのあるまちづくりに貢献することを目的に公演を続けてきました。12回目の開催と
なる今年度も、脚本・原案を広く募集します。
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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！

「輝～栄光をつかめ５つの魂」雫石中学校体育祭～５月17日（土）

平成26年度雫石町早起き野球大会開幕 ！

報告

報告

　５月17日、第22回雫石中学校体育祭が開催され、スローガン「輝～栄光
をつかめ５つの魂」を胸に各組団の熱い戦いが繰り広げられました。
　前日は雨だったこともあり、足場も悪く転倒する生徒もいましたが、そ
んなことはもろともせず仲間とともに１つ１つの競技に全力で取り組んで
いました。

　５月３日（土）、町内13チーム、２ブロックにより雫石町早起き野球大
会が開幕しました。
　上空に青空が広がり昨年と比べれば少々暑いなかでの開幕。開幕式で
は、大村スピリッツチームの徳田輝選手が選手宣誓を行い、県大会出場
を目指し今シーズンの健闘を誓いました。その後各チームは、それぞれ
のグラウンドに散らばり約半年ぶりの試合をはつらつとこなしました。
　この早起き野球は、８月上旬まで町内各グラウンドで毎週日曜日を中
心に午前５時から行われています。県大会出場という目標に向かって力
一杯プレーする選手の皆さんの勇姿をぜひご覧ください。

　岩手山を仰ぎながら　　　　　　　　　　　　　　　　西村　蘭子
　紫波町で生まれた自分が20年あまり経って英語の教員になり、それから20
年程してこの４月から雫石町に勤務することになりました。世界アルペンス
キー開催の時に通訳のお手伝いをさせてもらいたいとお邪魔した雫石町には
とても親しみがあります。（実際はうまいラーメン屋やら、落し物や迷子の
相談ばかりで大会運営にはさっぱり役に立たなかったのですが…。）
　「まちづくりは人づくり」。雫石町に住む子供たちがこの町とそこに住む
人々を愛し、岩手の担い手として確実に学ぶ喜びを手に入れていけるよう、
自分にはその土台作りを任されたのだと思い、青白く陽光の中にかすむ岩手
山を左に眺めながら、13号線を北上する毎日です。趣味は洋裁（ストレス解
消）、料理（食べたいものを作る）、スキー、ピアノ…。こんな調子でいつも
ご迷惑をおかけしておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

　やはり見せ場は、伝統でもある各組団の「応援合戦」。県下一
とも言われる雫中応援団の一糸乱れぬその雄姿は圧巻でした。
　生徒たちは今回の体育祭活動で身に着けた力を今後の学習・生
活・部活動などの面で発揮してくれることでしょう。
　保護者及び地域の方々ご声援ありがとうございました。

　今年度から指導主事となった西村蘭子さんに、この２か月の振り返りと今後に向けての決意をお話していただき
ました。

指導主事・西村　蘭子さん　ごあいさつ紹介
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広報「教育しずくいし」７月号は　７月10日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　先日、富士市・雫石町少年交流事業に向け、プログラム会場の下
見を実施しました。昨年度の豪雨災害の爪痕がまだまだ深く残って
いることを改めて感じたのと同時に、自分が知らなかった雫石町の
魅力にも気づかされました。災害にも負けず、その魅力を発揮し
続けている雫石町について、もっともっと学んでいかなければ ！（Ｎ）

　５月から発掘調査が始まっています（娘には「お外お仕事」と
説明しています）。今年も遺構・遺物が出るわ出るわ…。それは
分かっていたので別にいいのですが、それよりも季節外れのこの
暑さ！に参り気味…反動が出ないことを願う今日この頃です。

（Yasu）

次回は雫石小学校からの情報をお送りする予定です。

～一日のはじまりは挨拶から～ わかば幼稚園　園長　宮　節子

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№109　わかば幼稚園　編～

【６月】
15日㈰ 知事杯争奪アーチェリー大会
 御明神地区行政区対抗野球大会
 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
18日㈬ 町内小学校陸上記録会
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
28日㈯ 三陸学童・もりしんカップ学童野球岩手

南地区予選（29日まで）

【７月】
２日㈬ 小・小連携交流会（３日まで）
６日㈰ 県民体アーチェリー競技
 西山地区壮年男子ソフトボール大会
６日㈰ 御明神地区混合バレーボール大会
 御所地区行政区対抗野球大会
12日㈯ 県スポ少ソフトボール県北地区予選（13

日まで）
13日㈰ 雫石地区女子ソフトボール大会

● ６～７月前半の主な行事予定 ●

　かん高い元気な「おはようございます」のご挨拶から「ご
はん食べてきたよ」とか「かわいいお洋服でしょ、見て」
の子どもたちの色々なおしゃべり、笑い声で静かだった園
舎に活気がよみがえり、にぎやかな一日が始まります。
　行事として５月に親子遠足、６月小学校巡り、９月運動
会、10月わかば祭、11月お遊戯会、また、３ヶ月毎のお誕
生会はお家の方も交え、先生方の手品、人形劇、紙芝居等
で楽しんでいます。
　日常歩くことの少ない子ども達ですが、今年は雫石川沿
いの桜とこいのぼり、小学校の桜、雫石駅に新幹線等を見
に行き、疲れたと言いながらもとても喜んでおりました。

　教育面では時代を見極めながら、内容を少しずつ変
化させて実行しています。車社会で歩くことの少ない
子ども達にできるだけ体を動かす様に、音楽リズムを
取り入れ毎朝少しずつ行っております。遊びの面でも
知育教材としてパズルやカード遊びを３歳から５歳ま
で年齢問わずに全員一緒に行う様にしています。また、
遊びの中に文字や数字を取り入れ子どもたちは楽しん
で参加しております。回を重ねることで文字を読める
ようになり、絵本の見方も絵を見ることから字も読む
ことに変化してきています。たくさん歩いて、桜と鯉のぼりを見たよ

【グループ活動】
これなんだろうね？

【朝のお遊び】子どもたちはいつも元気です
【お散歩】
桜のトンネルきれいだね
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