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悲しい事故の記憶を胸に…富士市・雫石町少年交流事業 〜7月28日〜31日

43年前に雫石町上空で起きた航空機事故の犠牲者162人のうち、125人が富士市の方々だったという悲しい出来事を
年前 雫
きっかけに始まったこの交流事業。富士市と雫石町の児童の皆さんは毎年体験学習やホームステイを通じて交流を深
めています。
今年度は、富士市児童が雫石町を訪問し、チャグチャグ馬ッコ作り、川遊び体験、小岩井農場での環境学習バスツ
アーを楽しみました。事故が起きた７月30日には慰霊の森の拝礼に参加し、当時の様子について講話を聞き、理解を
深めました。

ホストファミリーも一緒に！集合写真
事故の犠牲者を弔う夢灯り

チャグチャグ馬ッコ作り

キュウリ収穫体験

慰霊の森拝礼

両市町児童が夢中になった川遊び
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特集 〜読書大好き、雫石っ子！小学校での取り組み報告
県内初！下長山小学校で赤木かん子先生の学校図書室改造！
下長山小学校140周年記念事業実行委員会（野中春彦
委員長）は、児童文学評論家で学校図書館改造の第一人
者・赤木かん子さん（東京在住）をお招きし、７月26〜
28日の３日間で、図書室の改造を行いました。下長山小
の児童・保護者のほか、町立図書館が支援し、盛岡教育
事務所の協力を得て
「実務研修会」
として広くボランティ
アを募ったところ、町内外から学校教諭・図書館支援
員・ボランティア等が多数参加し、３日間延べ180人を
超える方にお手伝い頂き、
素敵な図書室が完成しました。
赤木さんの図書室は、子どもが列をなすと評判で、本
の購入から配置、仕上げまで全体を赤木先生に現場で指
導して頂いたのは、県内では初になります。
生まれ変わった図書室に子どもたちは大喜びでした。

最新の図鑑を説明する赤木先生

赤木先生が改造した図書
室では「カエル司書」が
児童を迎えてくれます

先生・保護者の方におススメ

子どもを本嫌いにしない本

棚を増やし、布とサインを貼りました

赤木かん子・著（大修館書店）

子どもは本来、本好きなもの。そ
れを、大人が本嫌いにしてしまって
いませんか？
字が読めるようになったからと
言って、本の読み方を教えずに「読
みなさい」というのは、泳ぎ方を教
一番いい場所に自然科学の棚

えずにプールに子どもを突き落すよ
うなもの。実は、本を読むには、コツがあるのです。
子どもの成長にあった本の選び方、ゲームに夢中で本
を読まない子どもへの対処など、目から鱗の内容を、わ
かりやすく楽しく読めます。赤ちゃんから高校生まで、
教師・保護者の方、必見です。

138億年の向こうまで宇宙を旅しよう
科学コミュニケーター・出井正道（しょうどう）さん
が下長山小学校図書室改造のボランティアのため、赤木
先生と一緒に来町し、７月25日は橋場小学校で、７月26
日は下長山小学校で、児童のみなさんに宇宙の映像を見
せながら、わかりやすく解説をしてくれました。
下長山小学校

明るく入りやすい読書コーナー
あなたの時間を少し子どもたちのために分けてください。

ボランティア大募集中‼
●読み聞かせボランティア
「おはなしの雫」「たんぽぽおはなし会」
●学校図書館支援ボランティア「しずくいし図書隊」
＊詳しくは、町立図書館にお問い合わせください。

町立図書館のサービス
●団体貸出 学校のほか、PTA やグループにもお貸し
します。
●おはなし会グッズの貸出（紙芝居舞台・パネルシア
ター台、大型絵本とスタンドなどお貸しします）
●出前おはなし会（子供から大人まで、おはなし会を出
前します）
●その他 読み聞かせの研修、本の紹介等、なんでもご
相談ください。

橋場小学校

【問い合わせ】町立図書館（692‒5959）
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ミニ特集
今年度第１回の小・小連携交流会は、Ａグループ（雫
石、上長山、下長山、西根、御明神）が７月２日に雫石
小で、Ｂグループ（七ツ森、大村、南畑、安庭）は７月
３日に安庭小で開催しました。この交流会は、10校の小
学校の子供たちが１つの中学校に進学するという本町の
特性を考慮し、
「町内の６年生がお互いを知り合ったり、
より大きな集団での学習経験をしたりすることをとおし
て中学校へのスムーズな移行を目指す」もので、平成21
年度から取り組んでいます。
Ａグループは５校102人の子供たちが33〜34人の３組、
Ｂグループは４校43人の子供たちが21〜22人の２組に分
かれ、２時間の授業や開閉式の全体行事などで交流を深
めました。
１時間目の授業では、
それぞれ国語
「同じ部首の漢字」、
図工「ちぎり絵」
、外国語活動「自己紹介」、音楽「合唱」
などを行いました。各校の６年生担任の先生方が協力・
工夫し、どの学
級も班（５〜６
人）や２〜４人
組での活動を取
り入れ、感想や
考えを出し合い
協力しながら楽
しく学習しまし
た。
体づくり運動

〜第１回小・小連携交流会を開催！〜

外国語活動「自己紹介」

２時間目の授業では、いずれのグループも合同体育を
行い、合同班対抗のゲーム「ジャンケンリレー」や「長
縄跳び」（Ａグループ）、２〜４人一組での体づくり運動
や「追い出し鬼ごっこ」のゲーム（Ｂグループ）などで
汗を流し、ふれ合ったり競い合ったりしながら交流を深
めました。
閉会行事では、各校の代表児童たちが「知らない人と
交流できたし、友達もできてよかった。次はもっと積極
的に友達を作りたい。
」、
「いつもよりたくさんの人と勉
強してドキドキしたけど楽しかった。中学校でも仲良く
できると思った。
」などの感想を発表し、交流の成果を
感じることができました。
次回はＡグループ（雫石６年２組、御明神、大村、南
畑、安庭）が11月25日に御明神小で、Ｂグループ（雫石
６年１組、七ツ森、上長山、下長山、西根）が11月26日
に七ツ森小で行います。保護者の方の参観も大歓迎です。
どうぞお出でください。

【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

教育委員会定例会リポート（６・７月）
― その１

議案編（７月） 以下の議案が可決されました。―

１．雫石町公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて
２．雫石町スポーツ推進審議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて
３．平成27年度に使用する雫石町立小・中学校教科用図書の採択について

― その２

質疑応答編（６月）―

①学校ごとのメール送信について
教委 各学校の副校長先生から、
「各家庭への一斉メー
ルを送りたい。」と提案がありました。不審者情報、
熊の目撃情報など、電話連絡よりもスムーズで確実に
保護者へ届くので、教育委員会で検討してほしいとの
ことでした。全国的にも事例があり、導入費もそれほ
ど高額ではありませんので、来年度予算に計上できれ
ばと考えております。
委員 送信先に誰を登録するのかが、
問題になると思う。
受信できる環境にいない人への対応が課題となる。
教委 様々なケース、他自治体の事例等を参考に発信方
法を工夫したいと考えております。

②「こども110番の家」について
委員 「こども110番の家」が制度として機能していな
いような気がするが、どのような状況か。子ども達の
安全安心を考えると、何らかの方法が必要だと思うが。
教委 この制度自体が機能しなくなっていると、学校教
育課教育相談員を始め、福祉課児童グループでも話題
となっております。現在の担当は防災課となっており
ますが、どこの課が担当として業務を行うかを含め、
早急に対応したいと考えております。いずれ、児童生
徒のためにどのような手段で行うのが良いのかを話し
合い、対応してまいります。

＊このほかにも、小学校統合の今後の進め方、県営屋内温水プールの指定管理、学校敷地内を利用して移動する町民
への対応、児童生徒の徒歩通学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

幼児対象「たんぽぽおはなし会」
【日 時】８月21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…「いもむしくん」
・かみしばい…「おそろいパンツ」
・パネルシアター…「すりすり ももんちゃん」
・こうさく…「フワッ フワッ しゃぼん玉」
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９月５日（金）10：30〜11：00開催です！

「しずくいしおはなし会」
【日 時】８月23日（土）10：00から
【会 場】町立図書館
【プログラム】
・「しらないいぬがついてきた」………小林

与志・作

・「たすけて」………………………ホリー・ケター・作
・「あなたがだいすき」…………ロビン・クルーズ・作
・「パパ、おばけがいるよ。」
…………ヒド・ファン・ヘネヒステン・作
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

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。

新着図書をご紹介！（6/21〜7/20受け入れ分

計184冊）

● 小説 ●

● ヤング・児童書 ●

・天の光 ··················································葉室 麟
・戌亥の追風 ······································· 山本 一力
・星々たち ··········································· 桜木 紫乃
・水平線のぼくら 天使のジャンパー ···· 仁木 英之
・ホリデー・イン·····································坂木 司
・二千七百の夏と冬 上・下····················荻原 浩
・月ノ森の真弓子······························ 勝山 海百合
・金魚鉢の夏 ······································· 樋口 有介
・すべての神様の十月 ·························· 小路 幸也
・まるまるの毬 ···································· 西條 奈加
・猫弁と魔女裁判································· 大山 淳子
・胡蝶殺し ··········································· 近藤 史恵
・代表作時代小説 平成26年··········日本文藝家協会
・希望をはこぶ人２ はじまりの海
··········· アンディ・アンドルーズ

・死神うどんカフェ１号店 ················ 石川 宏千花
・13歳からの料理のきほん34
·············· アントラム栢木 利美
・恐竜トリケラトプスとカルノタウルス
·························黒川 みつひろ
・ぼくはざりがに································· 武田 正倫
・名探偵コナン理科ファイルものと燃焼の秘密
····················· 青山 剛昌・原作
・ぴっかぴかすいぞくかん ·············なかの ひろみ
・まぜごはん ···································· 内田 麟太郎
・おきゃくさまはルルとララ······ あんびる やすこ
・職員室の日曜日······························ 村上 しいこ
・うそ ···········································中川 ひろたか

● 一般書 ●
・脱！スマホのトラブル ······················ 佐藤 佳弘
・子どもを本嫌いにしない本············· 赤木 かん子
・比べずにはいられない症候群 ············ 香山 リカ
・一番くわしいパワーストーンの教科書
·························天昌 礼乃ほか
・三陸つなみ いま むかし····················山川 健
・遠野物語拾遺ｒｅｔｏ
ｌ
ｄ························· 京極 夏彦
・大人も子どもも夢中になるはじめての宇宙の話
······························· 佐藤 勝彦
・詩を書くということ―日常と宇宙と
···························· 谷川 俊太郎
・お風呂と脳のいい話 · 茂木 健一郎/山崎 まゆみ

シリーズ

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！

『雫石みちのく呪殺行』（天山出版）生田直親・著
雫石の地でまきおこる
雪女騒動や猟奇事件に立
ち向かう妖術使い・蟇目
仁人（ひきめきみひと）
を主人公にした伝奇サス
ペンスです。
この小説の舞台は、「鶯宿」や「籬野」、「小岩井」
などみなさんがご存知の場所ばかりです。その場所
を思い浮かべながら、想像力豊かに書かれたフィク
ション小説を是非ご一読ください。

〈８〜９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）。
【8月】18日（月）、25日（月）
【9月】１日
（月）、８日（月）、16日（火）、22日（月）、29日（月）
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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/sitei̲kanri/hot̲swim/index.html/
【問い合わせ先】
☆中央公民館・野菊ホール…………………………692‑4181 ☆町営体育館・町総合運動公園……………………692‑5030
☆雫石公民館……692‑3458
☆御所公民館……692‑2214 ☆県営屋内温水プール………………………………693‑3751
☆御明神公民館…692‑3228
☆西山公民館……693‑3321 ☆ゲートボール場…695‑2031 ☆ケッパレランド695‑2211

雫石公民館・雫石町女子力ＵＰ総合計画
〜美女トレやります〜（全５回コース）
【日程・内容】各回とも19：00〜21：00
①10月２日（木） 呼吸法と瞑想でいつでもどこでも
ブレない自分をつくる（呼吸法＆瞑想の体験）
《講師》田村佳世さん（太陽と月の yoga）
②10月９日（木） 美脳を作る食べ方アレコレ（美と
食の話）
《講師》三浦由美さん（ホリスティック食育アドバ
イザー）
③10月16日（木） ガッツリ動いてギュギュっとしめ
ようボディライン（フィットネスエクササイズ）
《講師》久慈幸恵さん（雫石ダンススタジオ）
④10月22日（水） 美女的金銭感覚を GET ！（マネー
プランの話）
《講師》大澤薫さん（ファイナンシャルプランナー）
⑤10月30日（木） 内側も外側も「キレイ」の秘訣教
えます（美容についての話）
《講師》佐々木沙織さん（ボディヒーリングサロン
Lani）
【場 所】雫石公民館
【対象・定員】町内在住または勤務の概ね20歳以上
の女性・先着15人
【受講料】1,500円（全５回分）
【申し込み】９月25日（木）までに雫石公民館へお申
込みください（受付時間：平日9：00〜17：00）。

中央公民館・歴史講座
歴史を刻んだ石たちをめぐるめっちゃ面白いバスツアー
【日 時】９月19日（金）
9：00中央公民館集合・15：30帰着予定
＊雨天時は９月24日（水）に延期します。
【講 師】滴石史談会 関 敬一さん
【対 象】町内在住または勤務で徒歩散策が可能な方
【定 員】先着20人
【受講料】500円
【申し込み】９月10日
（水）までに中央公民館へお申
込みください（受付時間：平日9：00〜17：00）。
中央公民館 1 階ロビーふれあい広場展示のご案内

①雫石油絵同好会作品展
８月23日（土）まで好評開催中！

②牛乳パックで作る夢あかり
コンテスト出品作品展示
８月25日（月）〜９月５日（金）

本の修繕ボランティア養成講座
「あ！子どもが本を破いちゃった…
でも、本の直し方ってどうやるの？」
セロハンテープでの補修は、本にとって良くない
こと。実は、本にはそれぞれの修理の仕方があるの
です。本の構造や修繕方法を学び、ちょっとした時
間を使って、一緒に学校図書館の支援をしません
か？
【日 時】８月21日（木）13：00〜15：30
【場 所】中央公民館・視聴覚室
【講 師】岩手県立図書館 村松 昭さん
【定 員】先着20人
【持ち物】カ ッ タ ー、 は さ み、 鉛 筆、 消 し ゴ ム、
30 cm 定規、エプロン、ハンドタオル
【申し込み・問い合わせ】町立図書館（692‑5959）

中央公民館・料理教室
今年も開催予定で準備を進めています。お楽しみに！

「太極拳と健康」講話と体験会
太極拳は中高年でも無理なく続けられ、楽しみなが
ら健康保持に役立つスポーツです。講話に引き続き、
体験があります。動きやすい服装でご参加ください。
【日 時】９月５日（金）19：00〜21：00
【場 所】中央公民館・大会議室
【講 師】立身政信（岩手大学教授・保健管理センタ−
長、ＮＰＯヘルスプロモーションいわて理事長）
【受講料】無料
【主 催】のぎく太極拳倶楽部
【その他】希望の方対象に、９月12日〜26日の毎週金曜
19：00〜21：00町営体育館剣道場にて初心者のための講
習会を開きます（保険料として100円）。

講演会「父・孫基禎の歩みを語る」
ベルリン五輪男子マラソン日本代表として出場し、
見事金メダリストとなった朝鮮半島出身の孫基禎選手
をご存知ですか？孫選手の長男・孫正寅さんを迎え、
よりよい未来を築くための日韓関係について考えます。
【日 時】10月26日（日）14：00〜16：00
【場 所】アイーナ・６階団体活動室
【対象・定員】小学４年生以上・80人
【申し込み】
「父・孫基禎を語る会」実行委員会
電話：019‑696‑2582 FAX：019‑696‑5952
メール：kakenuketaotoko@yahoo.co.jp
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報告

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

祝！個人種目で３選手が全国大会出場 〜県中学校総合体育大会

７月19日
（土）
〜21日
（月）
に開催された県中学校総合体育大会において、個人種目で３選手が全国大会の出場権
を獲得しました！全国大会での活躍を期待しています！（敬称略）
―個人種目結果（ベスト８以上）
―（敬称略）
【陸上】
（男子）１年1500ｍ
２位 杉田真英
※ジュニアオリンピック参加標準記録突破
共通800ｍ
７位 桐山大輝
（女子）１年1500ｍ
４位 杉田侑愛
共通四種総合 ２位 鈴木羅那
【水泳】
（男子）100ｍバタフライ ３位 上澤田宇宙
※全国大会、東北大会
200ｍバタフライ ５位 上澤田宇宙
※東北大会
400ｍリレー
６位
上澤田宇宙、坂井謙人、石動 麟、小田大夢
400ｍメドレーリレー ８位
上澤田宇宙、坂井謙人、石動 麟、小田大夢
【柔道】
（男子）66 kg 級 ベスト８ 石山光陽
90 kg 超級 優勝 須藤 駿
※全国大会、東北大会
（女子）52 kg 級 ベスト８ 石山安奈
70 kg 超級 3位 谷地 望

報告

―団体種目結果―
【バスケットボール】
（男子）１回戦 対上野中
38‑58
（女子）１回戦 対金ヶ崎中 39‑48
【バレーボール】
（男子）ベスト８
対金ヶ崎中
（女子）第３代表決定戦 対金ヶ崎中
【バドミントン】
（女子）１回戦 対赤崎中 １‑２
【軟式野球】
１回戦 対遠野中 ２‑４
【ソフトボール】
１回戦 対矢沢中 ０‑７
【柔道】
（男子）ベスト16
対盛岡河南中 ２‑３

柔道個人種目で見事
優勝した須藤さん

（敬称略）
東北大会出場決定！全日本中学校通信陸上競技大会岩手大会で雫中生活躍！

―７月６日（日）

【男子１年1500ｍ】 ２位 杉田真英 ※東北大会
【共通男子４×100ｍリレー】 優勝 髙橋太星、松原恭太、天川直紀、小西
【女子共通四種総合】 ３位 鈴木羅那

報告
【銅

全日本吹奏楽コンクール第52回岩手県大会

弾

―７月26日（土）

賞】 雫石中学校

報告

町内各種スポーツ大会結果

①西山地区壮年男子ソフトボール大会―７月６日（日）
【優 勝】野中行政区 【準優勝】八区行政区
【第３位】小松行政区／西根谷地行政区
②御明神地区混合バレーボール大会 ―７月６日（日）
【優 勝】横欠行政区 【準優勝】下川原行政区
【第３位】中南行政区／山津田行政区
③御所地区行政区対抗野球大会
―７月６日（日）
【優 勝】安庭行政区 【準優勝】大村行政区
【第３位】矢櫃・九十九沢・町場行政区連合チーム
赤滝・外舛沢行政区連合チーム

6

１‑２
１‑２

④雫石地区女子ソフトボール大会
―７月13日
（日）
【優 勝】駅前行政区 【準優勝】林行政区
【第３位】黒沢川行政区／谷地行政区／晴山行政区
⑤御所地区壮年男子ソフトボール大会 ―７月20日
（日）
【優 勝】大村行政区 【準優勝】鴬宿行政区
【第３位】赤滝・外舛沢行政区連合チーム
矢櫃・九十九沢・町場行政区連合チーム
⑥雫石地区混合バレーボール大会
―７月27日
（日）
【優 勝】上町一・二行政区
【準優勝】高前田一行政区 【第３位】晴山行政区
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報告

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

ランドルフより派遣団が来町しました！ ―７月８日（火）〜15日（火）

７月８日
（火）
に米国バーモンド州ランドルフのランドルフ・
ユニオンハイスクールの派遣団が来町しました。派遣団の受入
れ事業は、平成12年から行っているもので、数年に１回の頻度
で実施しており、今回で７回目となりました。派遣団は、男子
生徒５人、女子生徒３人、引率教諭３人の計11人で構成され、
今回初めてデビッド・バーネット校長先生も来町しました。
９日
（水）
に中央公民館大会議室で行われた「歓迎パーティー」
では、受入家庭ごとに自己紹介が行われ、雫中生は英語で受入
家庭のメンバーを、派遣生は日本語で自分の趣味などを、普段
使い慣れない言語を使い一生懸命紹介していました。
11日
（金）
に中央公民館和室で行われた「日本文化体験」では、
茶道やお琴を始め、男性は羽織に袴、女性は着物と、和服を試
着しました。日本人より和服が似合う派遣生もいるなど、とて
も貴重な体験になりました。
14日
（月）
は盛岡駅前の東家で「わんこそば体験」を行いまし
た。日米対決（？）は上位を受入家庭の生徒が独占したため、
日本の圧勝でしたが、心配された「そばアレルギー」もなく、
派遣団の皆さんも大いに楽しみ、胃袋の限界に挑みました。
８日間の交流で、雫石とランドルフの交流は一層深まり、15
日
（火）
に雫石を出発する際には、再会を誓って抱き合う姿が随
所で見られました。ランドルフには、雫石中学校の２年生10人
程度が平成２年度からほぼ毎年訪問しており、来年１月で24回
目となります。
これからもこの交流が継続し、両校の生徒にとっ
てより良い経験となるよう期待しております。

報告

県民体育大会クレー射撃競技 トラップ団体・雫石町が優勝！
６月20日（金）、花巻市クレー射撃場を会場に県民体クレー射撃競技
が開催されました。
この競技のトラップ団体に雫石町から、横田捷世選手、山崎茂選手、
白藤博康選手の３選手が出場し、２位の一関市に８点差をつけて見事
優勝しました。

報告

岩手県学童軟式野球選手権 〜もりしんカップ〜町内から２チームが出場！

８月２日〜４日、町営野球場をはじめとする町内グラウンドで、岩
手県内から32チームが出場し、岩手県学童軟式野球選手権が開催され
ました。町内からは「御明神ゴールデンイーグルス」と「雫石ダイナ
ミックス野球スポーツ少年団」の２チームが出場し、炎天下の下でハ
ツラツとしたプレーを繰り広げました。
この大会は、昨年までけんじワールド杯として行っていましたが、
けんじワールドが閉館したことにより、今年から盛岡信用金庫が協賛
して、もりしんカップとして行われました。

入場行進の様子

☆お知らせ：新入学予定児童の健康診断の実施について☆
町教育委員会では、平成27年４月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を実施します。対象となるお子さん
の家庭には、９月中旬までに受診日時や場所などのお知らせを郵送しますので、ご確認のうえ、必ず受診してく
ださい。なお、お知らせが届かない場合や当日都合のつかない場合は、学校教育課（692 6412）までご連絡くだ
さい。
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今、子どもたちは…

シリーズ「輝」

「交流学習」 を通して

〜№111 大村小学校 編〜
大村小学校

本校では、毎年２回の計画で橋場小学校との交流学習
を行っています。町内の小学校で、岩手県小規模・複式
学校教育研究連盟に加盟しているのは、この２校である
からです。
平成26年度第１回目の交流学習は、本校を会場に７月
11日
（金）
に行いました。大村小学校12人、橋場小学校12
人の計24人による合同学校ができあがりました。
今回は３、４校時共に１〜６年生合同授業を組みまし
た。橋場小学校に５、６年生の在籍がないことから、学
年別授業を組むと本校５、６年生の交流相手がいなくな
るためです。
３校時は図工科の造形遊びです。本校には大量の油粘
土があります。それをふんだんに使って、４チームに分
かれて「夏」をテーマにした大きな作品を作りました。

校長

吉田

信也

体づくり運動

美味しくいただいた合同給食

４校時は体育館で「体づくり運動」を行いました。小
道具を使ったりゲーム的な要素を取り入れたりして楽し
く運動することができました。
そして、お楽しみは合同で食べる給食です。橋場小の
調理員さんにもお手伝いいただき、両校教職員、児童あ
わせて38人での給食は、賑やかに美味しくいただくこと
ができました。
最後に全体会を行い、両校校長から挨拶や講評をいた
だき、閉会となりました。こうして、極小規模校同士が
少しでも人数を増やして社会性を培おうとする、所期の
目的は達成されます。
次回は、12月に橋場小学校を会場に行う予定です。

油粘土を使った造形遊び

次回は西根小学校からの情報をお送りする予定です。

８〜９月中旬の主な行事予定
24日㈰

【８月】
17日㈰

御明神地区親善ゴルフ大会

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

18日㈪

橋場小学校始業式

19日㈫

御明神小・雫石中学校始業式

20日㈬

小学校始業式（七ツ森・上長山・下長山・南

30日㈯

岩手県ミニバス交流大会岩手地区予選

31日㈰

雫石地区町民運動会

【９月】
５日㈮

御明神小学校創立140周年記念集会
岩手地区中学校駅伝競走大会

畑・安庭）
21日㈭

御所地区運動会

小学校始業式（雫石・安庭・大村）

６日㈯

雫石町民相撲大会

よしゃれの里雫石グラウンド・ゴルフ交流大

７日㈰

雫石町混合バレーボール中央大会
岩手県アーチェリー選手権大会

会
14日㈰

22日㈮

教育委員会議

23日㈯

学童新人大会岩手南地区予選（24日まで）

雫石町壮年ソフトボール中央大会
ふれあい女性ソフトボール大会

あとがき
友好都市静岡県富士市の児童が雫石町を訪問し、２泊３日のホー
ムステイを体験しました。飛行機事故という悲しい出来事がきっか
けでスタートした事業ですが、富士市児童との交流は雫石の子ども
たちに広い視野を与えてくれる貴重な経験となっています。現担当
として、これからもこの交流が末永く続くことを願います。
（Ｎ）
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小日谷地ⅠＢ遺跡の発掘現場では、７月下旬から相次いで見
学・体験を受け入れました。今日（８月５日）は少年少女歴史教
室の小中学生６人が移植べらをもって発掘にチャレンジ！１時間
ちょっとで土器や石器を10数点発見し、充実した体験になったよ
うです。体験してみたい方はご相談を！（Yasu）

９月11日（木）発行予定です。
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