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≪県大会出場種目（団体）≫
☆バスケットボール男子
　　　　　　　　　　準優勝（決勝：西根中39－72）
☆バスケットボール女子
　　　　　　　　　　準優勝（決勝：滝沢二中52－60）
☆軟式野球　準優勝（決勝：滝沢中０－５）
☆バレーボール男子　優勝（決勝リーグ：４戦全勝）
☆バレーボール女子　優勝（決勝：沼宮内中２－０）
☆バドミントン女子　準優勝（決勝リーグ：１勝１敗）
☆ソフトボール　優勝（決勝：松尾中８－１）
☆柔道男子　優勝（決勝リーグ：３戦全勝）
☆柔道女子　優勝（決勝：西根一中２－１）

≪県大会出場種目（個人）≫
☆卓球女子　９位　坂本志穂選手
☆バドミントン男子
【シングルス】３位　細川晃央選手
【ダブルス】優勝　駒木野優晃・鈴木慶嵩組
　　　　　 ２位　上野翔・大和海組
☆バドミントン女子
【シングルス】３位　日戸未来選手
【ダブルス】２位　田口憂奈・髙橋日和組
☆柔道男子
【個人戦55kg級】優勝　金澤恵汰選手
　　　　　　　　２位　髙橋武琉選手
【個人戦66kg級】優勝　石山光陽選手
【個人戦90kg超級】優勝　須藤駿選手
☆柔道女子
【個人戦52kg級】優勝　石山安奈選手
【個人戦52kg超級】　優勝　谷地望選手

　今年度の陸上記録会は、６月18日（水）に行われました。当日は、晴
天で選手には少し暑すぎるくらいの天気でしたが、各学校の選手たち
は練習の成果を発揮するため、応援団は選手が力を出し切れるよう、
精いっぱい頑張りました。
　大会新記録は、２種目で達成されました。５年女子800メートルでは、
桐山はる菜選手（上長山小）が２分35秒１で走り従来の記録を８秒５
更新しました。桐山選手は昨年も同じ種目に出場し、当時の大会記録
を上回りましたが、オープン参加により参考記録となっていましたの
で、１年越しの記録更新となりました。６年女子ボール投げでは、小西光選手
（安庭小）が52Ｍ15を投げ従来の記録を５Ｍ53更新しました。小西選手は昨年
の５年女子ボール投げに続き、２年連続の記録更新となりました。
　記録更新は２種目でしたが、記録更新まであとわずかに迫った選手、昨年の
悔しさを晴らした選手、自己記録を更新した選手等、内容の濃い大会になりま
した。児童のみなさん、応援していただいた父母及び地域のみなさん、大変お
疲れ様でした。

　団体戦では、男女合わせて５種目で優勝、その他にも４種目で県大会出場を決め、個人戦では、６種目で優勝、そ
の他にも多数の種目で県大会出場を決めました。県大会出場を決めた選手のみなさん、おめでとうございます。
　県大会は、７月19日（土）から21日（月）まで県内各地で行われます。選手のみなさんの健闘を祈っています。

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

本読むと　心がまあるく　なるんだよ （町場　大海　御明神小 2年）

見事２種目で大会新記録！　―小学校陸上記録会―６月18日（水）

多くの種目で県大会出場決定！岩手地区中学校総合体育大会
　―６月21日（土）～23日（月）―

今年度 陸上
特集1

特集2

上長山小５年
桐山はる菜選手

安庭小６年
小西光選手
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【問い合わせ】生涯文化課（692‒4181）

　子どもたちの感性が豊かに育つことを願い、毎年開
催しています。鑑賞だけでなくワークショップなどの
体験も交え、舞台芸術に触れる機会となっています。

　老若男女を問わず、町内の皆さんに（もちろん町外
の方にも）芸術に触れる機会を提供します。たくさん
の方に「面白かった。また次も。」そう思っていただ
けるような公演を“できるだけ低料金で”お届けでき
るよう努めています。
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東京芸術大学合宿招聘事業

小中学校芸術鑑賞教室 町民芸術鑑賞・文化講演会

～第９回ふれあいコンサートin雫石～

特集 ～町の舞台芸術鑑賞事業の取り組み～
　文化芸術は人々に生きる喜びを与え、潤いのある人生を送るうえで大きな力になるもので、文化芸術振興の取
り組みは教育委員会の重要な施策の一つです。
　今回は、主に野菊ホールを会場とする舞台芸術の鑑賞事業にスポットを当て、教育委員会の取り組みを紹介し
ます。

♪まきば園ミニコンサート
【日　時】８月９日（土）１回目11：30開演　
　　　　　　　　　　　２回目14：30開演
【場　所】小岩井農場まきば園内資料館
【入場料】 無料　※ただし、まきば園入園料が別途必

要です。

　東京芸術大学音楽学部の教員と学生が来町し、町内
の音楽団体や児童、生徒とのワークショップやコン
サートを通じて音楽の魅力をお伝えします。日本の音
楽大学の中で最高峰とも言える同大の演奏は必聴です。

♪野菊ホールメインコンサート
【日　時】８月10日（日）
　　　　 14：00開演（13：30開場）
【場　所】中央公民館野菊ホール
【曲　目】
　アフリカン・シンフォニー、南部よしゃれ　ほか
　 特別企画「野菜でクラリネットを作ろう！」コーナー
【入場料】前売500円（当日700円）
　＊高校生以下無料・未就学児入場不可・託児室あり
【入場前売券取扱場所】
中央公民館及び各地区公民館、カワトクプレイガイド
フェザンプレイガイド、プラザおでって、小岩井農場
まきば園にて好評発売中！
【問い合わせ】中央公民館

　“舞台芸術”というと難しいもののように思われて、ホールにはなかなか足が向かないかもしれません。でも
難しいことは考えずに、観て、聴いて、感じて、そして楽しんでください。
　そこにはきっと、生の舞台でしか味わえない感動や新しい発見があります。

体験型ミュージカル
「SCRAP」

野菊ホールメインコンサート

まきば園ミニコンサート

親子のためのコンサート
「音楽の絵本ＪＩＶＥ」

しずくいし寄席青少年「狂言」鑑賞会
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≪テレビ視聴・ゲーム時間の削減≫への取り組み
◎テレビ視聴やゲーム時間過多の弊害について周知します。
　・テレビ視聴・ゲーム時間は、平日は２時間以内に
　・テレビを消して、家族で読書やだんらんを
≪読書大好き雫石っ子≫の継続
◎「家庭・地域での読書」を推進します。
　①家読10（うちどくテン）を推進します。
　　・家族みんなで10分間以上本を読もう！
　　・１年間に10冊以上本を読もう！
　　・友達や親しい人など10人に本を紹介しよう！
　②町内の小学生を対象に家読標語を募集します。
　③町内の小中高生を対象に「我が家おすすめの一冊カード」を募集します。
◎ 「第８回雫石町親子読書のつどい」を開催します。
　　・読み聞かせお話し会、スペシャルお話し会、昔語り、読書クイズ大会、本の交換広場などの実施

「テレビを消して読書・学習」を雫石の文化遺産にしましょう！

平成26年度の全町共通課題

【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

～読書・家庭学習の時間を取り戻すために～ミニ特集
　毎日10分以上読書をする子どもは、４年生66％、５年生64％、中学１年生43％、
中学２年生20％、１日に２時間以上テレビ視聴等をする子どもは４年生36％、５年
生40％、中学１年生43％、中学２年生50％（平成25年度岩手県学習定着状況調査に
よる雫石町の結果）など、前年度に比べ読書時間が増え、テレビ視聴等が少なくなっ
ている傾向も見られますが、まだまだ心配な状況のあるのが雫石っ子の実態です。
　そこで、４月の教育振興運動推進協議会総会では、全町で『テレビ視聴・ゲーム
時間の削減』に取り組むことを確認しました。読書や家庭学習の時間を取り戻すた
めに、地域の皆さんの応援をお願いします。

①ファミリーマラソンの参加人数について
委員 今年度のファミリーマラソンの参加人数が減った
ようだが事務局では原因を分析しているか。
教委 確かに今年度は昨年度と比較してエントリー数が
200人ほど減りました。申込み方法等で昨年度と変更
した点は、主にインターネットでの受付とした点です。
このためインターネットを利用できない方の申込みが
減少したと思われますので、来年度は以前のように大
会要項の中に郵便局の振込用紙を入れ、参加料を振り
込めば申し込みとなる方法を復活させ、インターネッ
トによる受付と併用しようと考えております。

 教育委員会定例会リポート（５・６月）
― その１　議案編（６月）　以下の議案が可決されました。 ―

１．雫石町社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて
２．雫石町立図書館協議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて

― その２　質疑応答編（５月） ―
②雫石中学校スーパーエコスクール実証事業について
委員 スーパーエコスクール実証事業の進捗状況はどう
か。
教委 この事業は、雫石中学校の改修のため、文部科学
省の補助を受けて平成25年度から取り組んでいるもの
で、平成27年度の完成を目指しております。現在、平
成25年度に策定した基本計画に基づいて、改修工事を
行うための実施項目の調整を行っている段階です。9
月の補正予算には、実施項目を決定し、その項目に沿っ
た雫石中学校改修工事実施設計委託料を要求したいと
考えております。

＊ このほかにも、小学校統合に係るＰＴＡとの意見交換会、小学生の図書館利用の促進、社会体育施設及び歴史文化
財等の案内板整備、児童生徒の徒歩通学についてなどが話し合われました。

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！（５/21～６/20受け入れ分　計147冊）

〈７～８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）。

【７月】14日（月）、22日（火）、28日（月）
【８月】４日（月）、11日（月）、18日（月）、25日（月）

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！
『日本敵討ち異相』長谷川　伸・著（中央公論社）
　先月に引き続き、今月も雫石
町を舞台にした話を紹介します。
　本書第６話「三人の首代」は、
長山村を舞台にした実在の仇討
ち事件の様相を表現豊かに小説
化したものです。元文５年（1740
年）、長山村で起きた仇討ちの
真相とは？
　不朽の名作『瞼の母』を書い
た長谷川氏の、晩年の代表作を
ぜひお楽しみください。

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】７月26日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・「おばけのがっこう」…デヴィッド・ロバーツ・作
・「お化け屋敷へようこそ」…川端　誠・作
・「うえきばちです」…川端　誠・作

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】７月17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…「トマトさん」ほか
・かみしばい…「だれかおしえて」
・パネルシアター…「かくれんぼしているのだあれ」
・こうさく…「ヨットですいすい」
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８月22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 ●
・憂いなき街 ······································· 佐々木　譲
・神秘 ················································· 白石　一文
・満月の道 ···············································宮本　輝
・可愛いベイビー······························五十嵐　貴久
・あぽわずらい（あぽやん３） ·············· 新野　剛志
・わけあり師匠事の顛末 ······················ 佐藤　雅美
・恋情の果て ····································北原　亞以子
・利休の茶杓 ······································· 山本　兼一
・デッドエンド ···································· 柴田　哲孝
・ことり屋おけい探鳥双紙 ··················· 梶　よう子
・迷子の王様（君たちに明日はない５）
　　　　　　　　 ······························· 垣根　涼介
・縁結び仕り候　結婚奉行 ················辻井　南青紀
・瓜子姫の艶文 ·································坂東　眞砂子
・下戸は勘定に入れません ··················· 西澤　保彦

● 一般書 ●
・日本史汚名返上·············井沢　元彦・和田　秀樹
・ギネス世界記録2014 ········· クレイグ・グレンディ
・池上彰のやさしい教養講座 ····················池上　彰
・作りおきおかずで「朝３分　べんとう」
　　　　　　　　 ·························まちやま　ちほ
・461個の弁当は、親父と息子の男の約束。
　　　　　　　　 ······························· 渡辺　俊美
・なんでもデザート ····························· 音羽　和紀
・それでも猫は出かけていく ·············ハルノ　宵子
・患者のための最新医学痛風・高尿酸血症
　　　　　　　　 ······························· 日高　雄二
・頭痛はこれで予防できる！ ················ 井奥　昇志

● ヤング・児童書 ●
・月の森に、カミよ眠れ ···················上橋　菜穂子
・クラスメイツ　前期 ······························森　絵都
・クラスメイツ　後期 ······························森　絵都
・カラスのひみつ·····································松原　始
・モンスターホテルでおひさしぶり ····· 柏葉　幸子
・ななとさきちゃんふたりはペア ········· 山本　悦子
・くまのがっこうジャッキーのしんゆう
　　　　　　　　 ··················あいはら　ひろゆき
・くまのがっこう····················あいはら　ひろゆき
・いもむしってね······························澤口　たまみ
・へんし～んねずみくん ················なかえ　よしを
・むしばあちゃん································· 苅田　澄子
・なわとびしましょ ··························長谷川　義史

シリーズ
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雫石町保有八幡平カントリークラブ
ゴルフ会員券の貸出しについて

【利用できる方】・町内に事業所のある団体
　　　　　　  ・町内在住または勤務の個人
【申し込み】町営体育館へお申し込みください。
【会員券の受け取り方】実際に券を利用する方また
はその代理人が、印鑑（代理人の場合は代理人の
印鑑）を持参の上、町営体育館にお越しください。
【その他】原則として利用は月１回ですが、空きが
ある場合はその限りではありません。また、団体
で利用する場合は、１回につき８枚まで貸し出し
ます。

【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

夏休みおいで塾
～オリジナルブックカバーをつくろう～

【日　時】
①８月５日（火）13：30～15：30
②８月６日（水）10：00～12：00
③８月６日（水）13：30～15：30
【場　所】中央公民館
【対象・定員】 小学生・各回先着20人
【受講料】一人500円
【その他】バスを運行します。利用をご希望の方は、
中央公民館で時間を確認してください。
【申し込み】７月25日（金）までに中央公民館へお申
し込みください。

御所公民館～ハンドクラフト教室～
　白い磁器にシールを貼って、世界にひとつだけの
マイカップづくりに挑戦してみましょう！！
【日　時】８月10日（日）14：00～15：30
【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1,100円
【持ち物】ハサミ・ピンセット
【その他】８月15日からお渡しできます。15日以降
の9：00～17：00に取りにお越しください。
【申し込み】８月７日（木）までに御所公民館へお申
し込みください。

第13回みんなで歩こう旧秋田街道
　戊辰戦争の舞台にもなった旧秋田街道を実際に歩
き、当時の歴史について学びます。
【日　時】８月７日（木）9：00～16：00
【対　象】町内在住の小学生（大人の方も参加可）
【定　員】先着25人
【参加料】 1 人200円
【持ち物】昼食、飲み物、タオル、着替えなど
【申し込み】７月31日（木）までに御明神公民館へお
申し込みください。

御所公民館～第２回キャラ弁教室～
親子参加でぜひどうぞ。写真撮影ＯＫ!!

【日　時】８月10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・手拭き用タオル・お
弁当箱

【申し込み】８月７日（木）までに御所公民館へお申
し込みください。

御明神公民館～とうろうづくり教室～
　厚紙と和紙で、「とうろう」を作ります！作ったとう
ろうは、御明神夏祭りの舟っこ流しの時に流します。
【日　時】８月５日（火）9：00～17：00
【場　所】御明神公民館
【対　象】町内在住の小学生（大人の方も参加可）
【定　員】先着20人
【受講料】無料
【申し込み】８月１日（金）までに御明神公民館へお
申し込みください。
【その他】開催日以外でも作ることができます。希
望する方は御明神公民館までご連絡ください。

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、ス
ライム電池を作ります！！受講料無料です。
【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】町内在住の小学生・先着20人
【申し込み】７月18日（金）までに雫石公民館へお申
し込みください。
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図書館からのお知らせ

「2014夏の夜のこわいおはなし会」
　大好評だった「こわいおはなし会」を今年も開催 !
せなかがゾワッとするようなおはなしをききにきま
せんか？
【日　時】７月26日（土）18：30開場
　　　　19：00～20：00
【場　所】中央公民館・懇話室（和室）
【対　象】こわーいおはなしが好きな“こども”、怖
がり方を忘れた中学生や“おとな”も特別にＯＫで
す。※お子さんは保護者同伴のこと。
【内　容】「黄色いリボン」ほか
【申込み】不要。直接会場にお越しください。

読み聞かせボランティアステップアップ講座
「届けよう！絵本の魅力～子どもと本の出会いのた
めに～」
　「NPOうれし野こども図書室」高橋美知子代表に、
おはなし会で使える「選書」と「プログラム」につい
て教えていただきます。
【日　時】８月１日（金）10：00～12：00
【場　所】中央公民館・視聴覚室
【定　員】40人
【申し込み】７月25日（金）までに町立図書館へお申
し込みください。

「読書力アップ！劇的ビフォーアフター
学校図書館のつくり方」実務研修会

　下長山小学校140周年記念事業実行委員会が主催
して、学校図書館改造の第一人者で児童文学評論家
の赤木かん子先生をお迎えし「学校図書館改造」を
行います。
　先生のつくる図書館は、子どもたちがわくわくす
る図書館、学力の支えとなる読書活動を定着させる
図書館として劇的に変わると定評があります。
　PTA、ボランティア、図書担当者、地域の方々、
どなたでも大歓迎です。
【日　時】　７月26日（土）まずは大掃除！ 
　７月27日（日）配置・パネルづくり・本の装備
　７月28日（月）仕上げ・棚磨き！
　9：00～16：00（8：30開場）都合の良い時間に参加
ＯＫ、出入り自由です。※作業の進み方により、内
容が変更されることがあります。
【場　所】下長山小学校・図書室
【持ち物】中ズック、必要な
方は昼食・水筒、エプロン
【申し込み】７月19日（土）ま
でに町立図書館へお申し込み
ください。

西山公民館～パソコン教室・秋季実践編～
　WordとExelを中心に、生活に役立つパソコン活
用方法を実践から学びます。
【日　時】８月19日～９月16日の毎週火曜
　　　　（全５回）19：00～21：00
【場　所】西山公民館・パソコン体験実習室
【講　師】NPOしずくいし・いきいきくらしネッ
トワーク
【対　象】町内在住・勤務の方で、パソコンで日本
語入力とマウス操作ができる方
（当館パソコン教室初級編終了程度推奨）
【定　員】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】都合により、日程を調整することがござ
います。また、参加者数が極少数の場合は開催を
見送ることがございます。

【申し込み】７月17日（木）～８月14日（木）までに西
山公民館へお申し込みください。

西山公民館～パソコン教室・パワーポイント編～
　パソコンを活用して、いろいろな活動PRなどの
資料作成に活用できるプレゼンテーションソフト（パ
ワーポイント）を学習します。
【日　時】８月27日～10月８日の毎週水曜
　　　　（全７回）19：00～21：00

【場　所】西山公民館・パソコン体験実習室
【講　師】高嶋一秀さん
【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＋テキスト代実費（初回受講時に
申し受けます。）※テキスト代は1,300円前後にな
る予定です。

【その他】都合により、日程を調整することがござ
います。

【申し込み】７月17日（木）～31日（木）までに西山公
民館へお申し込みください。

キンボールスポーツ体験教室
　キンボールスポーツとは、１
チーム４人で３チームがコート内
で直径122cm、重さ約 1 kgのボー
ルを打ち合いながら得点を競い合
うゲームです。
【日　時】７月26日（土）
　　　　10：00～12：00
【会　場】町営体育館
【対象・定員】どなたでも・先着30人
【参加料】1,000円（保険料込）※小中学生は無料
【持ち物】体育館シューズ、タオル、飲み物
【申し込み】７月22日（火）までに社会教育課（692-
6413）へお申し込みください。

1

3

2
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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！

雫石なんだり鑑賞教室・朗読編
髙田郁・著「ふるさと銀河線」より
お弁当ふたつ

雫石の夏の風物詩
第36回御明神夏まつり開催 ！

毎年恒例！雫石町民登山を開催しました！

町内各種スポーツ大会結果報告（敬称略）

告知
告知

報告

報告

【日　時】９月７日（日）14：00～
【場　所】中央公民館内特設ステージ
【鑑賞料】500円（高校生以下無料）
＊鑑賞には申し込みが必要です。
【定　員】先着80人　＊無料託児室の利用をご希望の
方は事前にお申込みください。
【申し込み先】中央公民館（692-4181）

【期　日】８月16日（土）
【内　容】盆踊り大会　18：00～19：20
　　　　舟っ子流し　20：15～
　　　　花火大会　　20：25～

　６月29日（日）、恒例の雫石町民登山を開催しました。
　今年はいざ「岩木山」へ。しかし、当日の現地はあいにくの雨降り
でバスから降りたった８合目は大雨。そのため、残念ながら登山は中
止となりました。一行は、百沢温泉での入浴と弘前公園散策を楽し
み、来年の好天をバスの中で願いながら雫石へ帰ってきました。
　参加くださった皆様、同行し指導してくださった雫石町山岳協会の
皆様ありがとうございました。

＜お詫びと訂正＞　６月号において、掲載記事に誤りがありましたので、ここにお詫びして訂正いたします。
　町民の皆様並びに関係者の皆様には、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
　　　Ｐ1「ファミリーマラソン上位入賞者一覧」の「４ km女子中学生の部」第６位入賞者 (敬称略 )

（誤）村田侑愛　（正）杉田侑愛

①雫石地区行政区対抗野球大会　―５月25日（日）
【優　勝】林行政区　【準優勝】上町一・二行政区
【第３位】晴山行政区／中沼行政区
②御明神地区壮年男子ソフトボール大会

　　　　　　　　　　　　　　―６月１日（日）
【優　勝】天瀬　【準優勝】中南　
【第3位】上春木場／南
③御明神地区行政区対抗野球大会 ―６月15日（日）
【優　勝】横欠　【準優勝】天瀬　
【第3位】南／中島
④西山地区行政区対抗野球大会　 ―６月15日（日）
【ベスト4】林崎行政区、葛根田・駒木野連合行政区、
六区・七区連合行政区、野中行政区
　※天候の影響によりベスト４まで実施
⑤御所地区混合バレーボール大会　 ―6月15日（日）
【優　勝】矢櫃・九十九沢・町場連合チーム
【準優勝】安庭　【第3位】天戸／鴬宿

⑥雫石町スポーツ少年団春季野球大会
―６月７日（土）～８日（日）

≪メインの部≫
【優　勝】御明神ゴールデンイーグルス
【準優勝】西山ボンズ
≪育成の部≫
【優　勝】御明神ゴールデンベアーズ
【準優勝】西山ボンズ Jr

朗読はIBC岩手放送の
大塚富夫さんと吉田瑞
穂さんです。

優勝した御明神ゴールデンイーグルスのみなさん
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広報「教育しずくいし」８月号は　８月14日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　先日、県民体ソフトテニス競技・市町村対抗の部に出場してき
ました。前回優勝した町として「負けられない戦い」に挑みまし
たが、私のふがいなさのおかげで残念ながら、３位入賞。毎年衰
える力を実感しつつ、無事にコートに立てる幸せも感じた大会でし
た。チームメイトのみなさん、どうもありがとうございました ！（Ｎ）

　小日谷地 IB 遺跡から見つかった「伏 」が、ついに資料館で
常設展示となりました！資料館に入ってすぐ右に、どーんと３個
の伏 が並んでいます。特にも雫石町史通史編の表紙を飾った土
器はインパクト大です。ぜひ皆さんご来館ください ！（Yasu）

次回は大村小学校からの情報をお送りする予定です。

～創立140周年記念大運動会開催～ 雫石小学校　副校長　山　本　一　平

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№110　雫石小学校　編～

【７月】
12日㈯ スポ少ソフトボール地区予選（13日まで）
13日㈰ 雫石地区女子ソフトボール大会
19日㈯ 岩手県中学校総合体育大会（21日まで）
20日㈰ 御所地区壮年男子ソフトボール大会
25日㈮ 町内全小・中学校終業式
27日㈰ 雫石地区混合バレーボール大会
 御明神地区グラウンドゴルフ大会
28日㈪ 富士市・雫石町少年交流事業（31日まで）
 教育委員会議

【８月】
１日㈮ 小学校水泳記録会
２日㈯ 県学童軟式野球選手権大会 (４日まで )
14日㈭ 雫石町長杯野球大会
17日㈰ 雫石地区男子ソフトボール大会
　　　 西山地区混合バレーボール大会

● ７～８月の主な行事予定 ●

　雫石小学校は、明治 7年11月16日、広養寺の一部を借
用校舎として創設してから本年で140周年を迎えます。
140周年記念式典を10月25日（土）に計画しておりますの
で、多数の方のお出でをお待ちしております。
　さて、５月24日（土）さわやかな五月晴れの中、本校校
庭を会場とし「140周年記念大運動会」が開催されました。
「140回目の勝利を目指せ！」をスローガンに、６年生を
中心に全校児童が力を合わせ、競技に、応援に、係の仕
事に精一杯、頑張りました。オープニングは創立120周
年に生まれた「青空太鼓」の力強い演奏。ここで、140
周年記念運動会の競技のいくつかをご紹介いたします。
　低学年は雫石町商工会婦人部のみな様にご指導いただ
き、よしゃれ祭りにおいて披露しております「ロック調
よしゃれ」を元気に発表し、会場にいらしたたくさんの
保護者、地域のみな様より大きな拍手をいただきました。
中学年は地域の方のご指導で練習を積み重ねた「さんさ
踊り」を披露いたしました。踊りと笛や太鼓の見事な演
舞に、これまた大きな拍手をいただきました。高学年は
伝統の鼓笛演奏を行いました。会場で見ていた卒業生が
「トランペットのあの部分、むずかしいんだよな。」とか

　また、今年初めて運動会に参加した 1年生は、「140周
年記念　イントロで、どん！」で、覚えたばかりの校歌
とアニメの主題歌を聞き分け、一所懸命走る姿を見せて
くれました。PTA競技「140周年記念綱引き」では、紅
白に分かれた PTAの方々が140周年にちなみ140秒の綱
引きを行いました。140秒間の力を振り絞った綱引きを
行いながら競技している方も、会場で観覧している方も
140周年の歴史の重みを体で、そして、身近に感じるこ
とができたようでした。
　地域、保護者のみな様の母校雫石小学校への大きな期
待を感じております。そして、地域清掃活動、花壇整備
活動、毎日の子ども達の登下校時の見守り活動など、つ
ながりの強さも感じております。雫石小学校の子どもた
ちがさらに「輝く」よう教育活動を展開してまいります。
　今後とも地域、保護者のみな様のご協力とご支援をよ
ろしくお願いいたします。

「自分たちの時
は違う曲をやっ
たよね。」など
のつぶやきも聞
かれ鼓笛演奏に
対する期待を感
じました。

３・４年　さんさ踊り

１・２年　ロック調よしゃれ

５・６年　鼓笛演奏
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