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TEL 019‒692‒6413（編集担当：社会教育課直通）
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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　この交流会は、開会行事での家読標語入賞者表彰などに続き、実践報告と講演会の二本の
柱で行いました。雪の降る悪天候の日ではありましたが、330人あまりの参加者が集い、例
年より保護者の参加者も増え、充実した一日となりました。
　実践報告では、七ツ森小学校実践区から、金管バンドや稲作体験、学校創立30周年を記念

平成26年度雫石町教育振興運動実践交流会 開催！ ～12月６日（土）特集
～２実践区からのすばらしい発表、メディアが「脳（こころ）」に及ぼす影響につい
ての講演など、充実の一日でした～

して行ったオキナグサの植栽などについて、雫石高等学校実践区からは町内唯一の高校として力を入れている教育活
動、地域と共に創り上げ、全国や世界に向けて発信している郷土芸能やスポーツ面での活躍などの報告がありました。
　また、講演では、国立病院機構仙台医療センター小児科医の田澤雄作先生から、幼いころから長時間テレビ・ビデ
オ・ゲームに接している日本の子どもたちの「脳（こころ）」で起きている深刻な影響や現代社会のさまざまな問題
との関連についてお話していただきました。多くの子どもたちの診療にあたられた事例をもとに分かりやすく話され、
子どもたちがメディア漬けの生活をおくることへの大きな警鐘を鳴らしていただきました。
　発表や講演に対し、熱心な質問や心温まる感想なども活発に出され、盛り上がりのある交流会となりました。

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

いもうとと　楽しく読むよ　声出して （栗木　時宗　下長山小 5年）

七ツ森小学校実践区の発表

　かつて雫石にも酒屋があった時代に、蔵廻りの若者たちが健康を祈願して歩いたのが始まりで、昔は「あみ
だ参り」と呼ばれていました。幾度の中断を経て昭和55年に再興した裸参り、今年も若者たちが腰みの、横綱、
お守りなどの装束を身につけ、厳寒の雫石を練り歩きます。
　午後１時、三社座神社前出発予定！永昌寺（下寺）までの1.2 kmをおよそ２時間かけて歩きます。
　【日　時】１月18日（日）午後１時　三社座神社出発　／　午後３時ころ　永昌寺（下寺）到着まで
　【問い合わせ】社会教育課（692-6413）

真冬の雫石の風物詩！　平成２７年雫石町裸参りお知らせ

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

雫石高等学校実践区の発表

各実践区の取り組みを掲示
メディア漬けの子どもたちへの深刻な
影響について話される田澤雄作先生

家読標語コンクール入賞者の表彰
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岩手県 72.5 74.9 73.8 71.0 72.1 74.7 68.8

雫石町 61.5 72.3 70.6 58.2 62.0 66.3 57.0

県と町
との差 ー 11.0 ー 2.6 ー 3.3 ー 12.9 ー 10.0 ー 8.5 ー 11.8

特集 ～子ども・学校・家庭、一緒に目指そう！学力向上！！

平　成　25　年　度
小学４年 中学１年

国　語 社　会 算　数 理　科 国　語 社　会 数　学 理　科 英　語
岩手県 67.5 ― 72.0 ― 岩手県 65.1 ― 63.5 ― 68.8
雫石町 61.7 ― 65.1 ― 雫石町 ※　町内１校ですので数値は公表しません。
県と町
との差 －5.8 ― －6.9 ― 県と町

との差 ― ―

平　成　26　年　度
小学５年 中学１年 中学２年

国　語 社　会 算　数 理　科 国　語 数　学 国　語 社　会 数　学 理　科 英　語
岩手県 65.0 71.4 72.4 68.6 56.1 63.0 62.9 49.0 54.8 55.8 52.4
雫石町 59.9 69.9 62.6 66.5 ※　町内１校ですので数値は公表しません。
県と町
との差 －5.1 －1.5 －9.8 －2.1

県を下回る 上回る

【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

　今年度の岩手県学習定着度状況調査が、10月１日に小学校５年生と中学校１、２年生を対象に実施されました。
《各教科の平均正答率》

　各教科の正答率をみると、残念ながら小学校から中学校へと学年が進むに従って定着状況は低くなる傾向にあり
ます。また下の表にはありませんが、課題を把握するための経年比較問題には、依然として課題が継続している部
分が見られます。これを解決するために、当該学年の課題は、その年度のうちに確実に解決を図っていく必要があ
ります。

《言葉を使って「考えること」「書くこと」の力を育てる》
　今回の調査から小学５年の国語と算数について注目してみます。 ①考えること、書くこと　

　「国語」では 「2 書くこと」の領域が
極端に落ち込んでいます。また、「算数」
で10ポイント以上の差がある4、5、7の
領域についても「～の関係を説明するこ
とができる」「～を式に表すことができ
る」など、書いて説明する領域の設問の
正答率が低くなっています。
②反復練習を
　下の表「算数」で県との差が11ポイン
トの領域「1 数と計算」では「小数のた
し算と引き算」が出題されています。下
学年で既に定着したと思われる学習内容
を、家庭学習等でも復習することが必要
です。
　
　言葉を使うこと（言語活動）で人間は
進化してきました。自分の考えを伝え周
囲と協調していく力は、ますますこれか
らの社会に生きる人々に必要です。子ど
もは大人の鏡。テレビやゲームを離れて
「家族との会話」「読書」「日記を書く」
など豊かな言語環境で子どもたちを育て
ていきましょう。

～平成26年度岩手県学習定着度状況調査から見える雫石の子ども（前編）～
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　「たんぽぽおはなし会」、「おはなしの雫」、上長山小学校読書ボランティア「こまくさお話の森」、御明神小学校読
書ボランティア「みかん」、「雫石中学校図書委員」、「雫石高等学校図書委員」のみなさんに、「家読（うちどく）」に
おすすめの本を紹介していただきました。家族みんなで本の世界にひたってはいかがでしょうか？ 

～読書ボランティア・中学生・高校生が選んだ「家読」おすすめの本
ミニ特集

①少年少女合唱教室について
委員 教室に通う児童が減少傾向にあるようだが、対策
を考えているか。
教委 ご指摘のとおり、参加者は減少してきています。
ただ、各小学校の合唱への取り組みはとても意欲的で
あり、合唱に興味のある児童も多いと考えています。
これからも今まで以上に充実した活動をするために、
参加者募集を積極的に行ってまいります。また、指導
する方々からも気軽に参加できるような教室にするた
めに指導体制を工夫したい、とのお話をいただいてい
ます。

 教育委員会定例会リポート（11・12月）
― その１　議案編（12月）　12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（11月） ―
②小学校と放課後児童クラブとの連携について
委員 台風等で小学校が休校となる際の放課後児童クラ
ブの開所について、学校教育課と福祉課の連携はどの
ようになっているか。
教委 台風19号が接近した際は、 7つの小学校が休校と
なりましたが、放課後児童クラブの対応は場所により
異なりました。その時の反省を踏まえ、学校教育課と
福祉課、小学校と放課後児童クラブ、それぞれが情報
を共有しながら対応していくことを確認しています。
状況により放課後児童クラブを開所するかしないかの
基準も定めたとのことです。

＊ このほかにも、小・中学校音楽会への各学校の取り組み、学校教育課と学校用務員との意見交換会、教育実践交流
会の開催時間及び講演内容、図書館システムの更新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）

【幼児・小学校低学年のみなさんにおすすめの本】
〈くまの子ウーフシリーズ！相手の「きもち」を考える本〉
☆お月さんはきつねがすき？（ポプラ社）
〔作／神沢利子　絵／井上洋介〕
〈98歳が5歳になる？！チャレンジ精神を取り戻す本〉
 ☆だってだってのおばあさん（フレーベル館）
〔作・絵／佐野洋子〕
〈とても美味しそうなパンがたくさん！レシピも読める本〉
☆ねこのパンヤ（小学館）〔作／おかだなおこ〕　
〈まるで映画をみているかのよう！色彩豊かな本〉
☆小さなピスケのはじめてのたび（ポプラ社）
〔作・絵／二木真希子〕

【小学校全学年のみなさんにおすすめの本】
〈自分の名前が嫌いな女の子を描くユーモアあふれる本〉
☆しげちゃん（金の星社）〔作／室井滋　絵／長谷川義史〕
〈絵だけでストーリーが展開するアコーディオン型の絵本〉
☆11匹のねこマラソン大会（こぐま社）
〔作・絵／馬場　のぼる〕
〈きつねとだまされたふりをする村人のやりとりが面白い本〉
☆きつねのホイティ（福音館書店）
〔作・絵／シビル・ウェッタシンハ　訳／松岡享子〕

【中学生～成人のみなさんにおすすめの本】
〈聞かれると意外に答えられないモノの名前の由来本〉
☆ちゃぶ台のちゃぶって何だ？ヘンな「呼び名」のおかし
な由来（KAWADE夢文庫）
〔編集／素朴な疑問研究会〕
〈日本人なら知っておきたい伝統と文化の魅力が分かる本〉
☆日本の歴史 本当は何がすごいか（扶桑社）
〔著／田中英道〕　
〈恋人、親子、友へのいろんな愛が描かれている本〉
☆こんなにも優しい世界の終わり方（小学館）
〔著／市川拓司〕　
〈戦時中の「約束」の重さを感じる本〉
☆永遠の0（講談社）　　〔著／百田尚樹〕　
〈画家になりそこなつた青年がいかに独裁者になったか知る本〉
☆ヒトラーとは何か（草思社）
〔著／セバスチャン・ハフナー〕
〈もう一度3.11について考える本〉
☆想像ラジオ（河出書房新社）
〔著／いとうせいこう〕

【小学校中学年のみなさんにおすすめの本】
〈環境保護のためにポール・マッカートニーが書いた本〉
☆あの雲のむこうに（大和書房）〔著／ポール・マッカート
ニー ジェフ・ダンバー フィリップ・アーダー〕
〈物乞いの老人に傘を差しだした女の子を描いた本〉
☆ヨンイのビニールがさ（岩崎書店）〔作／ユン・ドンジェ　
絵／キム・ジェホン　訳／ピョン・キジャ〕
〈250点の作品から選ばれた岩手発の手作り絵本〉
☆春江ばっちゃんの新作昔噺「カンツカの勘治物語」
（岩手県読書推進協議会）〔著／東條忠義〕

【小学校高学年のみなさんにおすすめの本】
〈本や図書館がもっと好きになる！ファンタジー絵本〉
☆つづきの図書館（講談社）〔作／柏葉幸子 絵／山本容子〕
〈「モッタイナイ」を世界に広めたノーベル受賞者の伝記〉
☆ワンガリの平和の木（BL出版）
〔作／ジャネット・ウィンター　訳／福本友美子〕
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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！（11/21～12/20受け入れ分　計107冊）

〈１～２月の休館日ご案内〉
今年度から祝日を開館しております（ただし、年末年始を除く）。

【１月】13日（火）、19日（月）、26日（月）
【２月】２日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！
『しずくいし伝説と由来』
　　　－雫石町教育委員会－
　時は900年前、雫石神社で起こった
昔話が、ほそかわみよじ氏のあたたか
な漫画で描かれています。雫石の地名
の由来を知りたい方必読です。

“本のこうかんひろば”開催します
　読まなくなった本を持ち込んだり、読みたい本を持ち
帰ったり、もちろん両方でもＯＫ !!
【期　間】２月６日（金）～２月16日（月）
【場　所】中央公民館１Ｆ　ふれあいひろば
【おねがい】
① マンガ雑誌や週刊誌及び書き込み・落書きなどをして
いる図書の持ち込みは、ご遠慮ください。

② 図書の持ち込みは、こうかんひろば開催期間中にお願
いします。

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。

【日　時】１月17日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・「十二支のはじまり」…岩崎京子・文
・「おめでとう－たいせつなあなたへ－」

　　　　　　　　　…いとう　えみこ・作
　　　　　　　　　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】１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…「みんなでげんきにペッタン」　ほか
・かみしばい…「かさじぞう」
・パネルシアター…「おいしいおもち！」
・こうさく…「こわいおにをつくろう！」

〈つどいの広場「たんぽぽおはなし会」〉
健康センターで２月６日（金）10：30～11：00開催です！
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

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 ●
・決戦！関ヶ原 ·································伊東　潤ほか
・鳳雛の夢 ··········································· 上田　秀人
・ナオミとカナコ································· 奥田　英朗
・岳飛伝　十一 ···································· 北方　謙三
・慶應本科と折口信夫　いまと申して２ ···北村　薫
・オルゴーリェンヌ ····························· 北山　猛邦
・脱・限界集落株式会社 ······················ 黒野　伸一
・私の命はあなたの命より軽い ············ 近藤　史恵
・土漠の花 ··········································· 月村　了衛
・ハケンアニメ！································· 辻村　深月
・探偵少女アリサの事件簿 ··················· 東川　篤哉
・インデックス ···································· 誉田　哲也
・陰陽師　螢火ノ巻 ·································夢枕　獏

● 一般書 ●
・生きるのが楽になる「感情整理」のレッスン
　　　　　　　　 ····························ワタナベ　薫
・日本人と天皇 ·································田原　総一郎
・ビジュアル三国志3000人 ··················· 渡邉　義浩
・2000円から始める!!ふるさと納税裏ワザ大全
　　　　　　　　 ······························· 金森　重樹
・日本人が保険で大損する仕組み ········· 橋爪　健人
・死に支度 ········································瀬戸内　寂聴
・認知症になった私が伝えたいこと ····· 佐藤　雅彦
・血液の闇  輸血は受けてはいけない ··· 船瀬　俊介
・土砂災害から命を守る ··························池谷　浩
・世界で一番恐ろしい食べ物
　　　　　　　　 ········ニール・セッチフィールド
・ラスト・マタギ································· 志田　忠儀

● ヤング・児童書 ●
・在日朝鮮人ってどんなひと？ ················徐　京植
・マララさんこんにちは
　　　　　　　　 ········ローズマリー・マカーニー
・大研究！科学せんいのちから ················森脇　葵
・読書マラソン、チャンピオンはだれ？
　　　　　　　　 ·············· クラウディア・ミルズ
・勇者ライと３つの扉２ ············ エミリー・ロッダ
・テーマパークの黒髪人形 ·······················斉藤　洋
・仙人のおしえ ······························おざわ　としお
・賢者のおくりもの ·······················オー・ヘンリー

シリーズ

告知
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雫石公民館　スマホ講座
【日　時】２月23日（月）13：30～15：30
【場　所】雫石公民館・講座室
【受講料】無料
【講　師】KDDI 携帯電話アドバイザー
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着16人
【申し込み】２月13日（金）までに雫石公民館へお申
し込みください（受付：平日9：00～17：00）。

【その他】当日は教材としてスマートフォンを１人
１台貸出しいたします。

受講料無料！御明神公民館・軽スポーツ教室
　冬場の運動不足解消・健康な体づくりを目標に、どなたでも気軽に楽しめる教室を全4回で開催します。
【日　時】１月26日、２月９日、２月23日、３月９日の隔週月曜日・18：30～20：00
【場　所】御明神公民館・多目的ホール
【内　容】キンボール・ドッヂビーなど（各開催日の申込人数に応じて決定いたします。）
【対　象】町内在住または勤務の方
【受講料】無料
【持ち物】ズック、タオル、着替え、飲み物など
【申し込み】各開催日の前日までに御明神公民館にお申し込みください。

御明神公民館～編み物教室～
【開催日】２月26日（木）～３月23日（月）の毎週月・
木曜日／全８回
【時　間】10：00～16：00
【場　所】御明神公民館・懇話室
【講　師】杉澤　陽子さん
【受講料】1,000円（材料費別途）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着15人
【申し込み】２月16日（月）までに御明神公民館へお
申し込みください。
【持ち物】編み物用具など

「国の教育ローン」のご案内
　高校、大学などへの入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
【融資額】学生・生徒１人あたり350万円以内
【利　率】年2.25％（母子家庭または世帯年収200万円以内の方の利率は年1.85％）
　　　　（平成26年12月10日現在）
【返済期間】15年以内（母子家庭または世帯年収200万円以内の方については18年以内）
【使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
【返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
※詳しくは下記のコールセンターへお問い合わせください。
　〔教育ローンコールセンター〕0570-008656（ナビダイヤル）または（03）5321-8656

【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！
☆（一財）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/

【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

☆雫石町国際交流協会主催・新春講演会☆
　ルーマニア出身のコドリンさんをお迎えし、日本に来て
からの体験談などをお話いただきます。
【日　時】１月17日（土）14：00～15：00
【場　所】中央公民館・大会議室
【対　象】町民どなたでも
【聴講料】無料
【その他】講演会終了後、講師先生を囲んでの交流会も予
定しています。ご希望される方は併せてお申込みくださ
い（会費 : 一人2,000円）。
【申し込み】１月15日（木）までに協会事務局（社会教育課
内・692-6413）へお申し込みください。

☆滴石史談会主催・歴史講座☆
「藩校作人館を支えた雫石の米」

　南部藩校「作人館」の運営費は雫石通り６カ村の年貢米
のうちから３千石を割いて充てられ、農民たちには「領百
姓心得」で質素倹約の指示が出されていた。
【日　時】２月14日（土）14：00～15：30
【場　所】中央公民館・視聴覚室
【講　師】近世こもんじょ館館長　工藤　利悦　氏
【対　象】町民どなたでも
【聴講料】無料
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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！

読書大好き雫石っ子！  今年度の家読（うちどく）標語入選作品紹介！
　今年度も『読書大好き雫石っ子』推進の一環で、「家庭での読書」を広げようと、町内小学生から家読標語を
募集し、校内審査を経て188点が出品されました。町教育振興運動推進協議会の５人の審査員による審査の結果、
各学年2点が入選作品に選ばれました。応募していただいた児童の皆さん、本当にありがとうございました。
（1）小学校低学年の部
☆　ほんをよむ　おかあさんのこえ　きらきらだよ （赤渕　康洋（こうよう）さん 橋場小１年）
☆　じいちゃんと　いっしょによんだ　こわいほん （岩持　杏花（きょうか）さん 御明神小１年）
☆　何回も　読んだら一さつ　あんきした （茅橋　結（ゆい）さん 上長山小２年）
☆　「ママ、読んで」　え本の世界へ　しゅっぱつだ （柿木　彩来（あいら）さん 下長山小２年）

（2）小学校中学年の部
☆　寝る前に　親子でくっつき　本を読む （坂本　優斗（ゆうと）さん 上長山小３年）
☆　本えらび　姉妹でわになり　読み聞かせ （櫻田　里々花（りりか）さん 西根小３年）
☆　本読めば　知しきまんさい　夢まんさい （高藤　集功（あいこう）さん 南畑小４年）
☆　読書時間　わたしの心が　おどるとき （曽根田　貴音（あてね）さん 雫石小４年）

（3）小学校高学年の部
☆　読み聞かせ　広がる会話　家族の輪 （髙橋　未来音（みくね）さん 大村小５年）
☆　あの日見た　星座が出てくる　賢治の本 （伊藤　結衣（ゆい）さん 七ツ森小５年）
☆　読むたびに　印象かわる　物語 （細川　美衣菜（みいな）さん 南畑小６年）
☆　チャレンジだ　難しい本　母と読む （佐々木　楓華（ふうか）さん 安庭小６年）

雫石町スポーツ推進委員を募集します
　町教育委員会は、町民の生涯スポーツ普及と健康増進を図るため、関係機関・団体等と協力してスポーツ
講座実施などの活動をしていただく委員を募集します。
【募集人数】若干名
【募集期間】２月２日（月）～３月２日（月）
【任　期】平成27年４月１日～平成29年３月31日（２年間）
【報酬等】雫石町の規定により支給します。
【申込資格】町内在住の20歳以上（平成27年４月１日時点）で、心身ともに健康で
あり、スポーツ並びに健康づくりに関して十分な見識を有し、開催される会議及
び事業等に出席できる方
【申込方法】申込書に必要事項を記入し、郵送・ファクシミリ・持参のいずれかにより提出ください。申込
書は、町ホームページ「雫石町スポーツ推進委員募集」からダウンロードできるほか、町内各施設（役場、
中央公民館、各地区公民館、町営体育館）に設置しています。
　※選考結果は本人あて３月下旬にお知らせいたします。
【問合せ先・提出先】町教育委員会社会教育課（TEL 692-6413 / FAX 692-1311）

　「寒くて運動する気分になれない。」、「雪の中、外でウォーキングやジョギングをするのはちょっと…。」とい
う方、暖かい室内で各種器具を使った運動はいかがでしょうか。町営体育館で、この冬の運動不足を解消し、寒
さに負けない身体をつくりましょう！

冬の運動不足解消に！町営体育館で運動してみませんか？お知らせ

【問い合わせ】町営体育館（692‒5030）

メインアリーナ トレーニングルーム 剣道場
利用可能なスポーツ バスケットボール、バレー、

フットサル、バドミントン、
テニス、ニュースポーツな
ど

マシーントレーニング（ラ
ンニングマシーン・エアロ
バイク・プレート型コンビ
ネーションマシーンなど）

卓球・シャッフルボード・
フロアボウリングなど

利用可能時間 〈平日・土曜〉9：00～21：00　〈日曜・祝日〉9：00～17：00
利用料金（個人利用） 町民（２時間あたり）　大人100円／高校生以下50円

＊団体利用の場合は、料金が異なりますので、お問い合わせください。
　また、照明を使用する場合は、別途料金がかかります。

※ 必ず室内用シューズでご利用ください。また、中学生以下の方には大人の指導者に必ず着いていただくことになっています。
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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！

　学校・家庭・地域・学校歯科医との連携により、年間を通じて特色ある歯科保健活動を
行っているとして、平成26年度岩手県学校歯科保健優良校に町内の小学校が選出されました。
１月８日（木）、いわて県民情報交流センターにて開催された「第50回岩手県学校健康教育研
究大会」において表彰されました。
　◎優良校　七ツ森小学校　上長山小学校　下長山小学校　西根小学校　御明神小学校
　　　　　　橋場小学校　大村小学校　南畑小学校

①MOA美術館岩手県北児童作品展（主催：公益財団法人岡田茂吉美術文化財団）
　【雫石町長賞】　橋場小４年　萩臺　眞耶さん
　【雫石町教育長賞】　御明神小１年　米田　乃愛さん
　【毎日新聞盛岡支局長賞】　橋場小３年　新里　侑真さん
　【朝日新聞盛岡総局長賞】　御明神小１年　吉田　颯樹さん
②岩手県食育標語コンクール（主催：岩手県食育推進ネットワーク会議、岩手県）
　【優秀賞（いわて純情米需要拡大推進協議会会長賞）】　橋場小４年　高見　唯稟さん
　【優秀賞（いわて生活協同組合理事長賞）】　雫石小３年　横森　廉さん
　【入　賞】雫石小５年　佐々木　優菜さん
③岩手読書感想文コンクール（主催：岩手日報社、日報岩手書店会）
　【入　選】橋場小１年　赤渕　康洋さん　　　【学校奨励賞】　橋場小学校
④御所湖の清流を守るポスター審査会
　　　　（主催：御所湖の清流を守る会、北上川ダム統合管理事務所）
　【最優秀賞】　西根小５年　　櫻田　拓海さん
　【優秀賞】　　橋場小２年　　新里　美鈴さん
　　　　　　　七ツ森小４年　徳田　陽仁さん
　　　　　　　西根小５年　　袖林　莉瑠さん
　　　　　　　西根小５年　　杉下　生眞さん
　【入選】 橋場小２年　　千葉　太智さん 安庭小４年　小笠原　彩さん 西根小５年　田中　琳於さん

西根小３年　　田中　千冬さん 雫石小５年　根子　陸翔さん 西根小５年　澤口　海斗さん
御明神小４年　原　　杏介さん 雫石小５年　岩井　大輝さん 大村小６年　村田　愛華さん
御明神小４年　相原虎之心さん 雫石小５年　遠藤　萌絵さん 大村小６年　藤本妃香里さん
御明神小４年　中屋敷奏太さん 大村小５年　高橋未来音さん
安庭小４年　　内村　壮汰さん 雫石小５年　川村萌乃香さん

祝「岩手県学校歯科保健優良校」に町内８校が表彰決定！！

　今年の作品は、酪農一家が舞台のファミリーストーリー。「牛の飼育は人の手をかけて！」という父と、「機械導
入で少しでもラクに！」という息子。そんな父子バトルを横目に研修旅行へ出かける母。はてさて春木場一家酪農
の行く末はいかに！？チケット残りわずか！お見逃しなく！！
【日　時】１月25日（日）
　午前の部　10：30開演（10：00開場）
　午後の部　15：00開演（14：30開場）
【場　所】野菊ホール（中央公民館）
【入場料】一般1,000円／高校生300円
　　　　 （当日は各200円増）
　　　　 中学生以下無料（整理券必要）
【お問い合わせ】中央公民館（692‒4181）

報告

第12回雫石町民劇場『１＋１＝ ∞
むげんだい

』開催！ ＝本番に向けて稽古にパワー全開！＝告知

舞台での練習が始まりました！　～12月20日の稽古から～
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広報「教育しずくいし」２月号は　２月12日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　新年あけましておめでとうございます。昨年は、この場で１年
の目標を発表させていただきました！が、自己評価による達成度は
20％程度でしょうか…（泣）。そのため、今年の目標は発表せず、
心に秘めて闘志を燃やすということにします（笑）。こんな担当で
すが、今年も広報「教育しずくいし」をよろしくお願いします！（Ｎ）

　謹賀新年。今年も広報「教育しずくいし」をよろしくお願いい
たします。さて、１月25日の町民劇場には、ジュニアリーダー
「SKY」初期メンバー２人も初出演（しかも準主役級）！自分も
年取ったもんだ…と思いつつ、こっそり見に行こうかなぁなどと
現在思案中です。（Yasu）

次回は南畑小学校からの情報をお送りする予定です。

～創立140周年を記念して～ 御明神小学校　副校長　今野　洋明

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№116　御明神小学校　編～

　岩手山、駒ケ岳を北側に望み、南には校庭の目の前を
通り抜ける秋田新幹線「こまち」。とても景観がよい場
所に位置する本校は、今年度めでたく創立140周年を迎
え、多くの方々に温かいご支援をいただきながら、記念
となる活動を行いました。
《杉の葉の入場門作り》
　本校は、運動会の入場門を杉の葉で作るという伝統が
あります。今年は創立140周年を記念しての大運動会と
いうことで、作成にも一層力が入りました。学校林にあ
る杉の木を伐採した後、細かく枝分けしたものを鉄やむ
しろで作った骨組みにひとつひとつ付けていくのはとて
も時間がかかる作業です。児童、保護者の皆さん、地域
の皆さん、職員で協力して行った結果、今年も勇壮で素
晴らしい入場門が完成しました。

《本校卒業生による記念講演会》
　本校卒業生のアーティスト松嶺貴幸さんから、「ふる
さとを伝える人」と題したお話をいただきました。四肢
麻痺でありながら、アーティストとして活躍中の松嶺さ
んの力強いメッセージに子ども達や会場の方は大感激！
講演終了後、子ども達からの質問や感想発表はしばらく
の間、終わることはありませんでした。「こんな先輩が
いてとてもうれしい」「私も松嶺さんに負けないよう頑
張りたい」……。子ども達からそんな声が聞かれました。

● １～２月の主な行事予定 ●
【１月】
４日㈰ 中学校国際交流海外派遣事業（14日まで）
10日㈯ 県ミニバス交歓大会
11日㈰ 雫石町成人式
14日㈬ 大村小学校始業式
16日㈮ 上長山小・雫石中学校始業式
18日㈰ 雫石町裸参り
 雫石インドア・キッズベースボール①
19日㈪ 小学校始業式（七ツ森・橋場・南畑）
20日㈫ 小学校始業式（下長山・西根・御明神・安庭）
21日㈬ 雫石小学校始業式
24日㈯ 町民スキー大会（クロスカントリー競技）
 雫石高校雪上運動会
25日㈰ 雫石クロスカントリースキー大会ピノキオカップ
 2015岩手県マスターズスキー雫石大会

26日㈪ 教育委員会議
31日㈯ 町民スキー大会（アルペン競技）
 町サッカー協会長杯雫石フットサル大会（中

学生の部）
【２月】
11日㈬ 雫石インドア・キッズベースボール②
14日㈯ 町サッカー協会長杯雫石フットサル大会（小

学生の部・15日まで）
21日㈯ 町長杯中学校バレーボール大会（22日まで）
23日㈪ 教育委員会議
 2015FIS 公認全日本ジュニアアルペンスキー

選手権大会兼「’93世界アルペン開催記念大
会」第22回全日本選抜ジュニアスキー大会
（28日まで）

杉の葉の入場門

新幹線が目の前を

記念講演
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