
　８月４日に開催された全国高校総体（インターハイ）アーチェリー男子団体で、町内在住・
盛岡工業高校３年の藤村拓真さんと同２年の田村大さんが見事準優勝の成績を収めました。
　３年生の藤村さんは最後のインターハイの結果に、「決勝で負けてしまって、少し悔しい
気持ちもあるが、先生とチームのおかげで準優勝することができ、感謝しています。」と語
りました。田村さんは、「準優勝という結果に満足せず、いい成績を出し続けれるように頑
張りたい。」と来年も見据えた抱負を語ってくれました。来年は新しい道に進む藤村さんも、
「岩手に残って、今後もアーチェリーを続けていきたい。」と話しており、雫石での国体出場
を目指す２選手の今後益々の活躍に期待します。

インターハイ・アーチェリー競技
藤村さん・田村さん（雫石中出身）見事準優勝 ！特集1

藤村選手（１列目右）と
田村選手（２列目左）
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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　選手の皆さんは、今まで積み上げてきた練習の成果を思う存分発揮し、最後まで力いっぱい泳
ぎきりました。また、６年女子50ｍ平泳ぎでは、七ツ森小学校６年の長坂桜花さんが見事新記録
を樹立しました。なお、２位・３位は６ページで紹介しております。（※敬称略）

～８月１日　会場：県営温水プール～

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

読んでみた　おさない母が　読んだ本 （滝沢　真結菜　上長山小 3年）

自己記録更新に臨んだ夏 ！ 第40回雫石町小学校水泳記録会（優勝者）報告

雫石中学校３年・村上優空さん 全国サマージャンプ大会で大活躍中！！

選手 皆さん
特集3

種目 ５年女子 ６年女子 ５年男子 ６年男子

50ｍ自由形 白石　こころ（安庭）
 43秒06

岩井　紅葉（下長山）
 38秒38

髙藤　大空（南畑）
 43秒65

安達　向希（雫石）
 35秒95

50m背泳ぎ 高橋　楓（安庭）
 54秒76

長坂　桜花（七ツ森）
 40秒42

岩井　大輝（雫石）
 56秒59

村田　憲翔（下長山）
 44秒40

50m平泳ぎ 伊藤　結衣（七ツ森）
 53秒64

長坂　桜花（七ツ森）
 45秒30
★大会新記録★

安本　圭佑（雫石）
 48秒98

竹原　悠也（雫石）
 43秒91

50m
バタフライ（共通） 山本　ひより（雫石） 43秒82 安達　向希（雫石） 44秒08

200m
リレー（共通）

雫石 ２分54秒20
（簗場美織、米澤ゆりや、渡辺里奈、沼田あみ）

雫石 ２分48秒21
（安達向希、中屋敷凱、横欠秀斗、竹原悠也）

200m
メドレーリレー（共通）

雫石 ３分14秒51
（沼田あみ、米澤ゆりや、中村春音、簗場美織）

雫石 ３分14秒58
（髙橋優斗、中屋敷凱、竹原悠也、安達向希）

　７月26日に北海道士別市で開催された「第23回全日本サマーコンバインド朝日大会」を皮切りに、
７月28日、同じく北海道で開催された「第15回余市町全日本ジュニアサマージャンプ大会」コンバ
インドの部で、雫石中学校３年生の村上優空さんが、見事連続優勝しました。また、８月２日、秋
田県鹿角市で開催された「第13回ライオンズクラブ杯全国ジュニアサマージャンプ大会」では第３
位入賞と、真夏の大空を飛び、大活躍しています。
　村上さんは、小学校５年生から競技に取り組み始め、今まで数多くのクロスカントリースキー大
会とジャンプ大会に出場し、輝かしい成績を残しています。

特集2
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【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

2  広報●教育しずくいし●2014●9●No.114●

メニュー
　主食：雫石牛カレーライス
　主菜：桜えび入り厚焼き玉子
　副菜：ほうれん草のサラダ
　デザート：キウイフルーツ

特集 ～雫石っ子を健やかに育む ！ 学校給食を通じた食育

　学校での食育活動は日常的な給食時間の指導に加え、食
に関する指導として雫石小学校、雫石中学校では栄養教諭
が、そのほか９小学校では町栄養士が対象学年ごとに内容
を変え実施しています。食という毎日欠かすことのできな
い身近な話題に、子どもたちも真剣に学ぶ姿が見られま
す！

　給食では地産地消を心がけ、子どもたちに雫石のおい
しい食材をたくさん知ってもらおうと思っています。給
食の献立も食育の教材になるよう、たくさんの思いを込
めて作成しています。

メニュー
　主食：ピラフ
　主菜：パステウ（ブラジル料理）
　副菜：青菜のソテー
　汁物：ヘジョアーダ（ブラジル料理）
　デザート：ブラジル豆コーヒープリン

　今年度の教育施策方針にも含まれている「学校給食における食育の推進」。近年、ライフスタイルの多様化に伴い、
食に関する環境も変化しています。不規則な食事や栄養の偏り、肥満やそれによる生活習慣病、過度の痩身傾向が問
題となっています。食育基本法の前文には、「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくた
めには、何よりも『食』が重要である」、「子どもたちに対する食育は心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼ
し、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである」として、特に子ど
もに対する食育を重視しています。
　町では、子どもたちが食生活に対する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けられるよう、栄養教諭等が食育活動
を行っています。

食に関する指導の目標
○食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する
○心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や
食事のとり方を理解し、自ら管理していく能力を身
に付ける
○正しい知識・情報に基づいて、食物の品質及び安全
性等について自ら判断できる能力を身に付ける
○食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々へ感
謝の心をもつ
○食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身
に付ける
○各地域の産物、食文化や食に関わる歴史を理解し、
尊重する心をもつ

雫石の食材たっぷり！
６月19日食育の日献立

給食でたくさんの
食べ物が使われる
理由は・・・

～学校での食育活動～
生きた教材！おいしい給食☆ 栄養教諭等による食に関する指導

雫石小学校

御明神小学校

下長山小学校

雫石中学校 ブラジル料理を取り入れた
ワールドカップ献立☆

毎月19日は食育の日。
この日はリッチに
特産品雫石牛が入った
カレーライス！

よく噛んで食べると
いいことがあります！
それはね～…
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【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

「来て、見て、触れて」　発掘現場で楽しく歴史学習！ミニ特集
　教育委員会では、町中央浄水場内の施設建設に伴い、５月から敷地内にある小日谷地IB遺跡の調査を進めています。
調査では、土器や石器のほか、住居や柱の跡など、当時の人々が残した多くのものが見つかっています。
　町内では年間の発掘調査件数が少ないこともあり、なかなか発掘現場を見る機会には恵まれません。その中で、多
くの成果が得られている小日谷地 IB遺跡の発掘現場は、歴史学習の場として貴重な存在です。
　現場では、より多くの方に昔の人々の暮らしぶりを知っていただけるよう、普及啓発活動の一環として「現場見学」
「発掘体験」「職場体験」を積極的に受け入れています。

　調査は10月末までの予定ですが、成果を広く公表し現場の様子を見ていただくための現地説明会を開催することに
しました。

①命の授業について
委員 命の授業は、中学校では取り組んでいるようだが、
小学校では取り組んでいるのか。
教委 現在、中学校では健康推進課が企画し、思春期の
子どもに向けた内容で、１年生を対象に講演を行って
いますが、小学校及びそれ以下を対象とした講演はあ
りません。ただ、担当していただいている雫石診療所
の町田医師は、以前住んでいた沖縄県で関連した様々
な取り組みをされてきた方ですので、小学生以下を対
象とした講演を行うことも可能だと思われます。小さ
い頃からそのような取り組みに触れていれば、将来的
にも「命」に関する意識が深まりますので、ぜひ取り
組んでいきたいと考えております。

 教育委員会定例会リポート（７・８月）
― その１　議案編（８月）　８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（７月） ―
②子育て講演会について
委員 子育て講演会が行われたが、婦人会や老人クラブ
をはじめとした地域の方々の参加に比べて、小・中学
校ＰＴＡの方々の参加が少ないように感じた。ＰＴＡ
の方々にも聞いてほしい内容も多いと思うので、何ら
かの対応していくべきではないか。
教委 ご指摘のとおり、全体的にＰＴＡの方々の参加は
少なかったです。携帯電話でもインターネットを通じ
て様々な事件に発展する時代でもあり、子どもと保護
者が一緒に取り組む必要のある問題も多くなっており
ます。講演会のテーマに沿って、対象者に対する周知
方法を工夫するなど、たくさんの皆様に参加してもら
えるよう努力してまいります。

＊ このほかにも、スポーツ推進委員の役割、教科書の有効活用、小学生の夏休み中の遊び場所、よしゃれ祭りへの中
学１年生の参加、町立図書館の充実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）

　過去数回にわたり行ってきた調査は、今年度でひと段落の予定です。竪穴住居や食料などを貯蔵した穴、何百もの
柱穴など、当時の地面に立って小日谷地ムラの様子を見ることができる機会は当分ないかもしれません。説明会当日
は、どうぞ遺跡においでください。

小日谷地ⅠB遺跡発掘調査　現地説明会
日　時：９月27日（土）11：00～12：00
場　所：雫石町中央浄水場敷地内発掘調査現場（雫石町小日谷地21‒1）

小中学生の発掘体験（少年少女歴史教室・H26）） 小学生の発掘体験（上長山小・H25） 現地説明会（H24）
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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！（7/21～8/20受け入れ分　計184冊）

〈９～10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）。

【9月】16日（火）、22日（月）、29日（月）
【10月】6日（月）、14日（火）、20日（月）、27日（月）

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！
『改訂版雫石と宮沢賢治』（岩手総合文化研究所）

吉見正信・著
　盛岡中学時代に初めて雫石町と
出合った宮澤賢治は、その後幾度
となく町を訪れています。雫石の
風景に心をとらえられた賢治は、
童話「狐森と笊森、盗森」をはじ
め、葛根田、網張、箱ケ森、七ツ
森など雫石の地名を自分の作品に
よく登場させました。雫石と賢治
の関係を徹底的に解説した本書を
是非ご覧ください。

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】９月27日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・「お月さんはきつねがすき？」 ………神沢　利子・作
・「やまこえ、のこえ、かわこえて」
　　　　　…………………………こいで　やすこ・作
・「きつねのおふろ」 …………………国松　エリカ・作

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

　主に乳幼児の親子を対象に、たんぽ
ぽおはなし会の皆さんが、絵本の読み
聞かせ、紙芝居、パネルシアター、工
作などで来場者を楽しませてくれま
す。中央公民館２階の視聴覚室で毎月
第３木曜日の10：30からスタート！ 10
月16日、11月20日開催！
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10月３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 ●
・棟居刑事の永遠の狩人 ······················ 森村　誠一
・月蝕楽園 ··········································· 朱川　湊人
・つばき ·············································· 山本　一力
・羅生門 ···········································芥川　龍之介
・失踪都市　所轄魂 ····························· 笹本　稜平
・山女日記 ··········································· 湊　かなえ
・憎悪のパレード　池袋ウェストゲートパークⅪ
　　　　　　　　 ······························· 石田　衣良
・野望の憑依者 ········································伊東　潤
・ビタースィートワルツ ······················ 小路　幸也
・蜂に魅かれた容疑者　警視庁総務部動植物管理係
　　　　　　　　 ······························· 大倉　崇裕
・アクアマリンの神殿 ······························海堂　尊
・アンダーカバー　秘密調査 ················ 真保　裕一

● 一般書 ●
・やっぱり、塩レモン！ ······················ 柴田　真希
・大学生が就活の前に読む本···井上　達也/牛崎　遼
・プロメテウスの罠７ ·············朝日新聞特別編集部
・里山資本主義 ···································· 藻谷　浩介
・超カンタンにわかる！少年野球ルール
　　　　　　　　 ······························· 本間　正夫
・下剋上受験 ······································· 桜井　信一
・ ママだからできる運動神経がどんどんよくなる子
育ての本 ··········································· 遠山　健太
・ここからはじめる　点字・点訳のきほん
　　　　　　　　 ······························· 道村　静江
・熱く生きる ···········································天野　篤

● ヤング・児童書 ●
・あれこれたまご······················· とりやま　みゆき
・ニンジャさるとびすすけ ········· みやにし　たつや
・かえってきたへんしんトンネル
　　　　　　　　 ····················· あきやま　ただし
・かがみのなか ········································恩田　陸
・しまうまのズーはじめてのおとまり
　　　　　　　　 ····························ミシェル・ゲ
・ペニーさんのサーカス ····· マリー・ホール・エッツ
・ 少年探偵カケルとタクト４　ほりかえされたタイ
ムカプセル ······································· 佐藤　四郎
・かいけつゾロリの大まじんをさがせ!!
　　　　　　　　 ······························· 原　ゆたか
・ナックの声が聞きたくて！ ····················村山　司

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

中央公民館・こだわりクッキング
～おとなも“給食！！”～全５回

　町内児童・生徒に“特に人気”の給食献立を作っ
て食べてみませんか！！
【開催日・メイン献立】
①10月11日（土）『ビビンバ（セルフビビンバ丼）』
②11月15日（土）『鮭のホイル焼き』
③11月22日（土）『から揚げ』
④12月６日（土）『簡単ピラフ（混ぜ込みピラフ）』
⑤12月13日（土）『チリコンカン』
【時　間】10：00～13：00（調理→試食→片付け）
【場　所】中央公民館 調理実習室・幼児室
【参加料】各回１人500円
【対象と定員】お料理大好き！興味あり！みんなで
試食したい方・各回先着15人
【申し込み】各締切日（①10月３日、②11月７日、
③11月14日、④11月28日、⑤12月５日）までに中
央公民館へお申込みください。（受付：平日9：00～
17：00）
【託　児】無料託児室を準備します。利用希望の方は、
申し込み時にあわせてお申し込み下さい。

第２回岩手地区合唱祭
～合唱芸術に浸り、「全体合唱」を楽しみませんか～
【日　時】10月５日（日）12：40～15：00
【場　所】中央公民館・野菊ホール
【出　演】しずくいし混声合唱団（雫石町）、むらさ
きコーラス、コーラス白樺、コーラスななしぐれ（八
幡平市）、女声コーラスリリック、コーラス・すずらん
（滝沢市）、葛巻コールアロー（葛巻町）、しずくい
し少年少女合唱団、童謡の滴（会場地特別出演）
【入場料】無料
【問い合わせ】社会教育課 (692-6590)

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室[5期・6期]
【日　時】[５期] ９月30日～12月２日
　　　　（毎週火曜・全10回）
　　　　　　　　　　10：00～11：30
　　　　 [６期] 10月２日～12月４日
　　　　 （毎週木曜・全10回）
　　　　 ＜午前の部＞10：00～11：30
　　　　 ＜夜間の部＞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作成・実践
【講　師】（一財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内在住の方
【定　員】５期・６期午前・６期夜間
　　　　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】９月18日（木）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（～９月26日（金）まで）。

雫石町ジュニア・アスレティック教室[5期]
【日　時】９月30日～12月２日
　　　　（毎週火曜・全10回）16：30～18：00

【場　所】町営体育館ほか運動公園内施設
【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】（一財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の小学生・先着10人
【受講料】1,700円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】９月18日（木）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（～９月26日（金）まで）。

中学３年生スポーツ教室
【日　時】10月２日～11月20日

（毎週木曜・全８回）16：30～18：00
【場　所】町営体育館
【内　容】ラージボール卓球・ターゲットバードゴ
ルフ・スポンジテニスなど
【講　師】（一財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の中学３年生で、高校入学
後もスポーツ活動を続けたい方・先着10人
【受講料】1,700円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】９月18日（木）～９月26日（金）までに、
申込書（町営体育館にあります）と受講料を添えて、
町営体育館窓口まで直接お申し込みください。

平成26年度雫石町民ハイキング
【日　時】10月12日（日）
　　　　７：15 町役場正面玄関前集合
【行き先】秋田県北秋田市森吉山麓桃洞沢
【ガイド】雫石町山岳協会会員
【対象・定員】 町内在住または勤務の方
　　　　　　先着35人
【受講料】1,000円（保険料含む・電話でお申し込み
後、事前に体育館にお持ち下さい）
【申し込み】９月20日（土）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（～９月30日まで）。
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種目 順位 ５年女子 ６年女子 ５年男子 ６年男子

50ｍ
自由形

２位 村田　美月（大村） 米田　都乃（御明神） 若林　夢希（西根） 向野　理央（御明神）
３位 簗場　栞那（御明神） 小田　聖良（下長山） 細川　翔汰（雫石） 高前田涼斗（下長山）

50m
背泳ぎ

２位 伊藤　結衣（七ツ森） 阿部　里瑠歌（雫石） 杉下　生眞（西根） 田沼　虎亜（御明神）
３位 土橋　　唯（御明神） 岩井　紅葉（下長山） 戸塚　由久（七ツ森） 鎌田　航也（雫石）

50m
平泳ぎ

２位 佐藤　佳乃（雫石） 米田　都乃（御明神） 齊藤　虎鉄（雫石） 古川端晴輝（御明神）
３位 土橋　　唯（御明神） 沼田　あみ（雫石） 四ツ家菖斗（御明神） 小林　直也（西根）

50m
バタフライ

２位 中村　春音（雫石） 村田　憲翔（下長山）
３位 白石　こころ（安庭） 古川端晴輝（御明神）

200m
リレー（共通）

２位 七ツ森（南川、德田、髙橋、長坂） 御明神（向野、田沼、大鷲、古川端）
３位 下長山（岩井、小田、長坂、萱場） 下長山（村田、高前田、栗木、山崎）

200m
メドレーリレー
（共通）

２位 七ツ森（德田、髙橋、長坂、南川） 下長山（村田、山崎、細川、高前田）
３位 御明神（米田、土橋、金澤、谷地） 御明神（田沼、古川端、向野、大鷲）

●岩手地区中学校陸上競技大会　～８月26日（火）
【男　子】総合　１位　102点
・１年100ｍ　４位　足立拓実　13秒38
・１年1500ｍ １位　杉田真英　４分32秒54

（大会新記録）
・２年100ｍ　２位　髙橋太星　12秒30
・３年100ｍ　２位　天川直紀　11秒72
・２・３年1500ｍ　１位　村田涼輔　４分30秒32
・共通200ｍ　２位　松原恭太　23秒99
・共通400ｍ　３位　櫻田　俊　55秒61
・共通800ｍ　２位　桐山大輝　２分08秒95
・共通3000ｍ　３位　松井僚亮　９分57秒49
・共通110ｍＨ　２位　髙橋太星　16秒38
・共通走高跳　５位　川崎清純　１ｍ55
・共通棒高跳　５位　土樋　迅　２ｍ40
・共通走幅跳　３位　松原恭太　５ｍ89
・共通四種競技　５位　細川拓斗　1532点
・低学年４×100ｍリレー　１位
  （足立、髙橋、櫻田、木内）　49秒21
・共通４×100ｍリレー　１位
  （川崎、松原、天川、小西）　45秒39

【女　子】総合　１位　85点
・１年100ｍ　 １位　簗場ゆい　13秒58
・１年1500ｍ　１位　杉田侑愛　５分17秒11
・３年100ｍ　 ２位　鈴木羅那　13秒78
・２・３年1500ｍ　４位　松井優芽　５分11秒98
・共通200ｍ　５位　水口優依　28秒79
・共通800ｍ　１位　横手純寧　２分29秒12
・共通100ｍＨ　４位　水口優依　17秒97
・共通走高跳　１位　鈴木羅那　１ｍ45
・共通走幅跳　２位　後藤奈菜美　４ｍ42
・共通砲丸投　４位　上山栞奈　８ｍ75
・共通四種競技　３位　大久保麻衣　1402点
・低学年４×100ｍリレー　３位
  （中村、簗場、用、德田）55秒51
・共通４×100ｍリレー　１位
  （定方、鈴木、水口、後藤）　53秒37

①町長旗争奪行政区対抗野球大会　～８月14日（木）
【優　勝】安庭行政区　【準優勝】天瀬行政区
【第３位】横欠行政区／林行政区

②御明神地区グラウンドゴルフ大会　～７月27日（日）
〈団体の部〉【優　勝】南　【準優勝】中島チームＢ　
【第３位】中島チームＡ
〈個人の部〉【優　勝】木村　貢　
【準優勝】新田　キヌ子　【第３位】小田　チヨ
③雫石地区男子ソフトボール大会　～８月17日（日）
【優　勝】高前田一　【準優勝】晴山　
【第３位】黒沢川、東町
④西山地区混合バレーボール大会　～８月17日（日）
【優　勝】野中行政区　【準優勝】小松行政区　
【第３位】葛根田西根谷地連合行政区

第40回雫石町小学校水泳記録会結果（２位・３位）　＊敬称略報告

雫中生が総合の部・男女アベック優勝 ！ ～岩手地区中学校陸上競技大会（敬称略）

町長旗争奪行政区対抗野球で安庭行政区が優勝 ！ ～町内各種スポーツ大会結果報告（敬称略）

報告

報告

優勝した安庭行政区の選手たち
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「ふれあいコンサートｉｎ雫石」　今年も開催しました！報告

　東京芸術大学音楽学部有志による「第９回ふれあいコンサート in 雫石」を８月９日に小岩井農場まきば園で、
10日に野菊ホールで開催しました。
　芸大生による一流の演奏のほか、吹奏楽編曲による一味違う「南部よしゃれ」を披露したしずくいし混声合唱
団との共演、総勢約70人による迫力の演奏となった雫石中学校吹奏楽部との共演、ニンジン・ダイコンで作った
野菜クラリネットの合奏など盛りだくさんの内容でした。
　様々な金管・木管楽器が奏でる、時には繊細な、時には迫力のある多彩な音色が来場者を魅了しました。

よしゃれの里雫石グラウンド・ゴルフ大会開催！町内・佐藤清美さんが優勝 ！

雫石オールドチームが町勢23年ぶりの県大会優勝！～岩手県50歳野球大会

雫石町ミニバスケットボールスポーツ少年団が見事県大会初優勝！

報告

報告

報告

　８月の恒例行事、よしゃれの里雫石グラウンド・ゴルフ大会が21日（木）、
町総合運動公園にて参加者およそ500人を迎え行われました。
　当日は、灰色の空から雨が時折強く降るあいにくのコンディション。そ
んな天候の中でも、参加した選手は２グループに分かれ、緑濃き芝生の上
で巧みなスティックさばきを披露していました。
　なお、この大会で、地元雫石の佐藤清美さんが紅ブロックで見事優勝を
果たしました。

　７月19日（土）～21日（月）まで西和賀町を主会場に開催された第29回岩手
県50歳野球大会において、町代表・雫石オールドチームが見事23年ぶりの
優勝を果たしました。
　この大会は、岩手県50歳野球連盟が主催し、毎年夏・秋２回の大会が開
催されています。夏の大会は、参加チームも多く、蒸し暑いという厳しい
環境の中でしたが、チームは見事にその実力を発揮しました。
　雫石オールドチームは、来年、宮城県小牛田市で開催される第31回北日
本50歳野球大会の出場権を獲得しました。今後の活躍も期待されます。

　７月26日（土）～28日（月）、一関市で行われた東北電力旗第27回東北ミニ
バスケットボール大会岩手県大会で、雫石町ミニバスケットボールスポー
ツ少年団（女子）が見事初優勝しました。
　28日、団員らは町役場を訪れ、吉川教育長に県大会優勝と東北大会への
出場を報告し、キャプテンの上田茉奈さんが、「東北大会でもがんばりま
す。応援よろしくお願いします」と意気込みました。
　８月12日（火）から宮城県で行われた東北大会では、初出場にもかかわら
ず、見事１勝を挙げ、ベスト８という好成績を残しました。

紅ブロック優勝の佐藤清美さん（中央）

教育長に優勝を報告する団員たち

教育しずくいし114.indd   7 14/09/08   8:45



8  広報●教育しずくいし●2014●9●No.114●

広報「教育しずくいし」10月号は　10月９日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　今回の特集は「学校給食における食育」です。バランスが考慮さ
れたおいしい給食が食べられる幸せ…食べられなくなってから、そ
の有難さを実感します。「自分の身体は、今まで自分が食べたもの
でできている」というように、バランスのとれた食事の大切さは頭で
は理解しつつ身体が…欲に負けない強い意志が欲しいです…。（Ｎ）

　今月号はスポーツの記事が盛りだくさん！皆さんさまざまな種
目で大活躍でしたね。ところで、季節はいよいよ秋。「○○の秋」
には何を入れますか？私も「スポーツ」と入れたいところですが、
この後は毎週のように行事が目白押し！やはり「多忙」の秋にな
るのかなあ…。（Yasu）

次回は上長山小学校からの情報をお送りする予定です。

地域と共に育つ「西根っ子」～強く・正しく・美しく～ 西根小学校　副校長　加藤　宏

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№112　西根小学校　編～

　本校は、「郷土を愛し、その復興・発展を支える『知・徳・
体』調和のとれた児童の育成」を学校教育目標に掲げ、教
職員一丸となって指導にあたっています。
　具体的には、にこにこ笑顔でつくす西根っ子〈徳〉、し
んけんに自分から学ぶ西根っ子〈知〉、ねばり強くがんば
る西根っ子〈体〉の３つを意識し、先人の願いでもある校
訓「強く・正しく・美しく」あるために、子どもたちは、
日々学習や運動に励んでいます。
　今年度のまなびフェストは、「あいさつ」「家庭学習」「生
活リズム」の３つを最重点として、家庭、地域と連携しな
がら健全育成に努めています。
　児童数は減少しましたが、本校学区の方々の教育に対す
る関心は高く、子どもたちを「地域の宝」と考え、学校の
教育活動に惜しみない協力、支援をしてくださいます。
　また、地域の伝統の継承や地域の活動にも意欲的で、西
根さんさ踊りの指導をはじめ、地域ぐるみの資源回収や早
朝環境整備（草取り）等、子どもたちと積極的にかかわり、
範を示していただいています。 　体験活動でも、田植え→稲刈り→収穫祭という一連

の活動を通して、ＰＴＡ会長さん、総務委員会の方々
からお世話いただきながら、米の生長や収穫の喜び
を味わい、感謝の気持ちを育んでいます。また、安全
面では、スクールガードの皆さんや教養安全委員会の
方々に協力をいただき、登下校時の交通安全指導、見
守りを行っています。変質者やクマの出没のニュース
もよく聞かれる昨今、とてもありがたいと感じていま
す。
　先ごろ開催された、教育振興運動西根小学校実践区
推進委員会では、共通課題と連動したカードを使った
「家読」の取り組みと独自課題「ふるさと西根に学ぶ」
活動の推進が確認されました。こうして、「強く・正
しく・美しく」を目指し、西根っ子は地域とともに成
長しています。

【９月】
14日㈰ 雫石町壮年男子ソフトボール中央大会
　　　 雫石町ふれあい女性ソフトボール大会
18日㈭ わたしの主張岩手県大会
20日㈯ 岩手地区中学校新人体育大会（21日まで）
21日㈰ 下長山小学校創立140周年記念式典
 御明神地区行政区対抗野球大会
25日㈭ 教育委員会議
27日㈯ 雫石中学校文化祭
 東日本一部軟式野球岩手県予選
 棗杯野球 ･バレーボール交流大会（28日まで）
 小日谷地ⅠＢ遺跡発掘調査現地説明会

28日㈰ 岩手県早起き野球選手権大会
 御所地区親睦ゴルフ大会
 小学校統合に関する地区懇談会
　25日㈭　御所地区　29日㈪　御明神地区
　30日㈫　西山地区
【10月】
４日㈯ 町秋季スポーツ少年団野球大会（５日まで）
５日㈰ 岩手地区合唱祭
17日㈮ 雫石高校思郷祭（18日まで）
18日㈯ 七ツ森小学校学習発表会
　 岩手県中学校新人体育大会（19日まで）

● ９～10月中旬の主な行事予定 ●

運動会での「西根さんさ踊り」

豊作を祈って（田植え）

地域ぐるみの資源回収

運動会前の環境整備
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