
じいちゃんと　いっしょによんだ　こわいほん （岩持　杏
きょう

花
か

　御明神小 1年）
平成26年度家読標語コンクール　入選作品　…学校名・学年は26年度当時のものです

★できごと紹介（４月のトピックス） …… 2
★特　集……………………………………… 3
★生涯学習・文化芸術・スポーツ情報…4～5
　図書館／懸賞クイズ／講座案内等
★教育行政・学校のページ………………6～7
　定例会リポート／シリーズ「輝」等
★対談・編集担当「N」の小部屋 ………… 8

〔 CONTENTS 〕

歴史文化
生涯学習
教育行政 学　　校

芸　　術
スポーツ

クイズとアンケートに答えると、雫石のおいしいものが当たる !?

協賛懸賞クイズ・資料館「今月の一品」（４ページ）
　＜今月のプレゼント＞ 
「手作りアイスと軽食の店　まんま」さんおすすめジェラート！

抽選で、ジェラートシングル引換券を５名様に進呈します。

応募した者勝ち⁉

第22回　雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式開催

今年も大空に舞う 150匹の鯉のぼり
＊写真は安庭小学校児童の皆さん

情報が満載！

雫石の
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雫石町スポーツ少年団結団式　16団体・約200人が決意を新たに ！

雫石高校生が呼びかけ ！「列車通学生マナーアップ啓発活動」

雫石川を泳ぐ約2,000匹のヤマメ「鯉のぼりを泳がせよう掲揚式」

〔４月12日〕

〔４月22日〕

〔４月27日〕

　町内30団体のスポーツ少年団のうち、16団体約200人の団員、
約80人の指導者と父母が集まり、今年一年の決意を新たにしま
した。
　団員を代表して「安庭野球スポーツ少年団」の吉田朝陽（よ
しだ あさひ）君が代表で壇上に上がり「団員綱領」を一つず
つ唱和し、それに続いて参加団員全員が大きな声で復唱を行い
ました。
　結団式終了後には、「強いからだの作り方」をテーマに栃内
第二病院理学療法士の川崎真吾さん（町内在住）が実技を交え
て講話をしてくださいました。

　４月22日（水）、青少年健全育成の一層の推進を目的とし、
盛岡地区の市町及び関係機関が連携して「列車通学生のマ
ナーアップ啓発活動」を行いました。
　雫石駅舎内にて7：45～8：15の30分間、「ちょっと気づかい　
ゆずりあい」と書かれた啓発カード入りポケットティッシュ
を配布し、朝のあいさつとともにマナーアップを呼びかけま
した。
　雫石高校生７人・教諭３人、町職員３人の計13人が参加し、
特にも、雫石高校のみなさんが電車通学の生徒や通勤で電車
を利用する方々へ積極的に呼びかけを行い、活動を活気づけ
ました。

　４月27日（月）、雫石川園地で鯉のぼりを泳がせよう掲揚式を開催しました。鯉のぼりの掲揚は町内全ての子どもた
ちの健やかな成長を願うため平成６年から開催され、今年で22回目を迎えました。
　天候にも恵まれた中、安庭小学校の２～４年生38人が笑顔いっぱいで鯉のぼり掲揚のお手伝いをしてくれました。
150本の桜が咲く雫石川園地から対岸にかけ、町内外の方々から寄贈していただいた約150匹の鯉のぼりが雫石川上空
を泳ぎました。
　また、鯉のぼり掲揚後、児童のみなさんはお友だちと協力しながらヤマメの稚魚約2,000匹を放流しました。

その他、こんなことがありました…

2  広報●教育しずくいし●2015●5●No.122●

できごと紹介　2015.4

〔７～９日〕 町内各小学校入学式。合わせて120人が入学。〔15日〕 雫石高校で命の授業。〔15日〕ことばの教室始
業式。〔19日〕盛岡市内一周継走・中学男子の部で雫石中が16年ぶり６度目の優勝を飾る。
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しずくいしの教育

特 集
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【問い合わせ】花いっぱい運動・アーチェリー審判講習会について　総務課（692-6411）
　　　　　　 競技施設等の改修について　　　　　　　　　　　　社会教育課（692‒6413）

「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会」に向けて

　第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」の開催が、平成27年５月20日（水）で500日前となります。
　当町では、国民スポーツの祭典「希望郷いわて国体（平成28年10月１日～11日開催）」と全国の障がい者スポー
ツの祭典「希望郷いわて大会（平成28年10月22日～24日開催）」の両大会開催地となっており、希望郷いわて国
体では「アーチェリー競技（正式競技）」と「３Ｂ体操（デモンストレーションスポーツ）」を、希望郷いわて大
会では再び「アーチェリー競技（正式競技）」を開催します。
　今回は、両大会開催が近づく中、大会開催に向けた町の取り組みを紹介します。

　最後に、５月17日（日）に開催される「第31回岩手山ろくファミリーマラソン」に、国体開催500日前イベント
として国体PRのため「わんこ兄弟」が来ます。どうぞお子さん連れでお越しください。

【花いっぱい運動】
　岩手県では、全国各地から来県する選手・監督、各競技役員や
一般観覧者を、おもてなしの心で歓迎することを目的に、開・閉
会式会場や競技会場、公共施設等に花苗を植栽し、花でいっぱい
にしてお迎えしようとする「花いっぱい運動」を実施しています。
　町でも、花いっぱい運動に参画し、昨年、国道46号線フラワー
ロード一斉植栽と併せて花いっぱい運動を実施しました。当日は、
多くの町民の方に参加いただき、いわて国体のマスコット「とふっ
ち」も応援に駆けつけ、にぎやかな植栽活動になりました。
　また、地域コミュニティ団体や学校、観光商工団体などの協力
による植栽活動や清掃活動も展開されています。

【アーチェリー競技にかかる審判講習会】
　アーチェリー競技開催地である当町では、競技の周知と普及を
目指し、雫石高校の弓道場を会場にアーチェリーの体験講座を開
催してきました。
　４月12日（日）には、競技をより理解していただくために、一般
の競技未経験者を交えて、３級資格取得審判講習会を実施しまし
た。当日は、18人の参加があり、受講者は講師である岩手県アーチェ
リー協会役員の話に一生懸命耳を傾けながら受講していました。
　今後も、継続して３級資格取得審判講習会を開催する予定です
ので、興味を持たれた町民の方は気軽に参加いただき、雫石町の
国体を一緒に盛り上げていきましょう。

【競技施設等の改修】
　両大会開催に向け、競技会場である雫石町総合運動公園施設等の改修工事を進めています。
　平成26年度には陸上競技場トラックとスタンドを改修しました。平成27年度は町営体育館玄関前プラザ改修、体
育館障がい者トイレへのオストメイト設置を行います。
　施設の改修工事により、総合運動公園を利用される方には、ご不便等お掛けしますが、ご協力のほどよろしくお
願いします。
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今月の一冊・イベント情報　－雫石町立図書館－
【HPアドレス】 http：//library.town.shizukuishi.iwate.jp 【問】019‒692‒5959

心豊かに暮らせるまちへ…　施設・講座・催事情報生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

『雫石のお地蔵さん』やはば あきお：編
　ある本との出会いを
きっかけに、お地蔵さん
に強く惹かれた著者（元
教育長・矢羽々昭夫氏）
が、岩手山を本尊に、七
ツ森の山々を七地蔵に見
立て、雫石の雄大な自然を見つめます。
　急逝された娘さんへの思いに懸命に向き合う著者の純
朴な信仰心を吐露したエッセイです。

お店の自慢の一品を紹介してみませんか？懸賞品の協賛を募集中！詳しくは社会教育課（692‒6413）まで。

しずくいしおはなし会
日 ５月23日（土）10：00～　場 町立図書館
「ラチとらいおん」マレーク・ベロニカ/ぶん・え
「ラン パン パン」インドみんわ マギー・ダフ再話

たんぽぽおはなし会
日 ５月21日（木）10：30～　場 中央公民館
えほん「ぞうくんのさんぽ」
かみしばい「おむすびころりん」
エプロンシアター「お料理しましょう」
こうさく「ロケットびゅーん」  ほか

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ６月５日（金）10：30～11：00　場 健康センター

☆ボランティア大募集中！ 詳しくは図書館まで。
　初めての方も大丈夫！子どもたちに本を手わたす活動
をいっしょにいかがですか？
・よみきかせボランティア「しずくいしおはなし会」
・よみきかせボランティア「たんぽぽおはなし会」
・学校図書館の整備＆本の修繕「しずくいし図書隊」

☆お知らせください
　引っ越し等で住所や電話番号など図書館利用者
登録時と変更のある方は、図書館へご連絡下さい。

【協賛懸賞品ご提供者】手作りアイスと軽食の店　まんま
（雫石町柿木95-3／TEL：019-692-2032）

ご提供ありがとうございました！
正解者の中から抽選で、
「ジェラートシングル引換券」を５名様に差し上げます。

《４月号協賛懸賞クイズの正解・当選者発表！》たくさんのご応募ありがとうございました！
正解…（イ）小日谷地ⅠB遺跡………実は、答えを２ページに書いていました。気づきましたか？

当選者：雫石トマトスープカレー引換券：はじまるやよーこ様（町内）／クレープシュゼット引換券：レインボー様（町内）

読書の壺　今月のこの一冊

イベント情報・募集とお知らせ

聞いて楽しいおはなし会

協賛懸賞クイズ・知ってる？資料館「今月の一品」

【 問題】　雫石特産とされた織物で、特殊な織り方によって
作られる六角形の模様が特徴です。通気性がよく、かつ
ては「汗はじき」とも呼ばれていました。さて、この織物
の織り方を何と言うでしょうか？

（ア）六角織　　（イ）雫石織　　（ウ）亀甲織

【応募要項】はがき・FAXまたはメールで、①答え　②郵
便番号・住所　③氏名（当選時、本名掲載を希望しない場
合はペンネームを併記）　④年齢　⑤電話番号　⑥今月号
の感想　⑦今後取り上げてほしいテーマなど　を記入し、
５月26日（火）（必着）までに社会教育課「教育しずくいし」
担当あて応募してください。応募は１人１回限りとします。
・はがきのあて先：〒020-0595　雫石町千刈田5-1
・FAXのあて先：019-692-1311
・メールのあて先：shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp
クイズの正解と当選者は６月号で紹介します。お楽しみに！

小学生対象

幼児対象

乳幼児対象

読み聞かせ

読み聞かせ

クイズとアンケートに答えて、雫石のおいしいものを当てよう！
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手軽なのに奥が深い！「カレーピラフ」を作りましょう
日　時 ６月17日（水）10：00～13：00
場　所 中央公民館・調理実習室
定　員 先着20人
費　用 １人500円
講　師 町食生活改善推進員連絡協議会のみなさん
申　込 ６月10日（水）までに中央公民館へ
　　　　（692-4181／受付：平日9：00～17：00）
＊ 無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

　子どもたちに読み聞かせをするボラ
ンティアの基礎講座です。興味のある
回のみの受講もできます。いっしょに絵
本のしあわせを届けましょう。
日　時 ①６月６日（土）「絵本を味わう」

10：00～12：00　 中央公民館・視聴覚室
②６月20日（土）「選書・持ち方・プログラム」
10：00～12：00　 中央公民館・視聴覚室
③７月11日（土）「Ｍｍｍｍ　声は出るもの」
10：00～12：00　 雫石公民館・会議室
④７月16日（木）「おはなし会〈小さい人向け〉」
9：00～11：30　　中央公民館・懇話室
⑤７月25日（土）「おはなし会〈大きい人向け〉」
10：00～12：00 　町立図書館

定　員 各回先着40人
費　用 無料
申　込 ５月15日（金）から受付開始！各講座の１週間前
までに町立図書館へ（692-5959／受付：平日9：00～17：00）

　材料採取から製品作成まで手作業で
行います。お好きなものをご自由に。

日時・場所
①樹皮採取　５月31日（日）、６月７日（日）9：00～15：30
（雫石川河川敷で材料採取し、その後雫石町歴史民俗資
料館で樹皮剥ぎ）
※「自分が使う材料は自分で採る」ので、必ず上記いず
れかの日にご参加ください。
②かご作り　６月13日（土）9：00～15：30　
　雫石町歴史民俗資料館
＊以降、水・金・土曜日に随時指導日を設けます。
対象・定員 高校生以上・先着10人
費　用 無料
持ち物  昼食、長靴、軍手、帽子、大きめのゴミ袋、の

こぎり（生木用）、目打ち又は千枚通し、カッター
ナイフ、はさみなど

＊汚れてもよく、動きやすい服装でお越しください。
申　込 ５月20日（水）から受付開始。町歴史民俗資料館
へ（692‒3942／受付時間：9：00～16：00・木曜休館）

　アラフォー世代の失敗しない洋服選びとクローゼット
の点検を一気に学ぶ３日間！
日　時 ６月16日、23日、30日（火）19：15～20：45
場　所 中央公民館・視聴覚室
講　師 クローゼットオーガナイザー岩舘さゆりさん
対象・定員 おおむね30代～40代女性・先着15人
費　用 １人1,000円
申　込 ６月10日（水）までに中央公民館へ
　　　　（692-4181／受付：平日9：00～17：00）
＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

　一緒に活動を楽しんでくれる方を募集しています！5
月21日（木）には無料体験教室を開催します（申込不要）。
活動時間であればいつでも、お気軽にお越しください‼
日　時 毎週木曜
　キッズ（小学２年生まで）
　　　　17：00～18：00
　ジュニア（小学３年生から）
　　　　18：00～19：00
　一般　19：15～20：30
場　所  町営体育館・剣道室　※６月以降の活動場所は

未定ですので、下記にお問い合わせください。
持ち物  室内用シューズ、飲み物、バスタオル、フェイ

スタオル、その他各自必要なもの
問い合わせ エアロビサークル　代表　近藤秀子
　　　　　　（090-7799-6620）

　雫石町に新しく誕生したテニスクラブです！初めての
方からトップを狙う選手までワクワクする時間と空間を
提供できるように日々研究しています！
日　時 キッズクラス（小学生）
　　　　　　火～金　　16：30～17：30
　　　　　　土・日　　11：30～12：30
　　　　キンダ―クラス（４歳以上）
　　　　　　水　　　　16：30～17：30
　　　　　　日　　　　11：30～12：30
　　　　※５週目は全てのレッスンがお休みです。
場　所 トイズテニスラボ（雫石ゴルフガーデン隣）
　　　　【住所：雫石町長山松森８番地４】
費　用 初回無料　２回目以降３回まで１回500円
申　込 TOY’S Tennis Lab　代表　山崎　聖子
　　　　（090-3123-9689）

中央公民館料理教室「厨房レッスン」

クルミの樹皮でかごを作ろう
　　「絵本でしあわせ

読み聞かせ・きほんのき」　　

プチプラでグっといい女になる
アラフォーのためのクローゼット改革講座

エアロビックサークル
無料体験教室＆会員募集 TOY’S Tennis Lab

幼児・小学生のテニス体験レッスン受講生募集
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心豊かに暮らせるまちへ…　施設・講座・催事情報生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

講座・教室　参加者募集
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①雫石町教育委員会表彰について
委員 表彰の対象者について、平成25年度と比較して、
平成26年度は大幅に増員となったがどのような選考基
準で対象者を決定しているか。
教委 対象者については、表彰実施要綱第２条で「小・
中学生については、東北大会及び全国大会で上位の成
績（３位程度）を納めた団体・個人」に加え、「教育
長が適当であると認める個人又は団体」についても表
彰すると定めております。平成26年度は、各学校から
の推薦に基づき、特に後段部分を引用し表彰したもの
です。今後も、平成26年度と同様に多数の対象者を表
彰したいと考えております。

 教育委員会定例会リポート（３・４月）
― その１　議案編（４月定例会）　以下の案件が可決されました。 ―

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及び解任に関し議決を求めることについて
３．雫石町児童生徒就学援助事業実施要綱の一部改正に関し議決を求めることについて

― その２　質疑応答編（３月） ―
②小学校統合について
委員 「雫石町立小学校適正配置基本計画」で定めた期
限まで、約１年となっているが計画どおりに統合でき
るのか。
教委 統合に向けて、現在は各小学校 PTAの統合準備
委員会への参加の合意を得ようとしている段階です。
合意が得られれば、統合予定の小学校ごとに統合準備
委員会を設置し、その中で、統合の時期、使用する校
舎、その他統合に必要な具体的内容を協議しようとし
ております。まずは、平成27年度の早い時期に統合対
象の３地区（御所・西山・御明神地区）それぞれで統
合準備委員会を設置したいと考えております。

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）

教育委員会定例会リポート／文部科学大臣表彰／新・適応指導相談員紹介教育行政・学校のページ

新・適応指導相談員・相馬ゆみ子さん　ごあいさつ紹介
　今年度から適応支援相談員となった相馬ゆみ子さんに、「ごあいさつ」として、この１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。

　３月31日に御明神小学校を定年退職し、４月１日より雫石町教育委員会で適応支
援相談員としてお世話になっています。主な仕事は、適応指導教室「どんぐり広場」
で児童生徒の学習や生活の支援をすることです。もう一つは、町内小中学校を訪問
し、学校生活に不適応を起こしている児童生徒の皆さんの情報交換をすることで、
早期に支援する体制を整える仕事も受け持ちます。
　どんぐり広場では、青少年ホームの教室や体育館を利用させていただき、補充学
習や、それぞれの子どもたちのニーズや興味に合わせた体験学習を行います。体育
館では卓球・バドミントン・ランニング、調理室を利用して調理実習、音楽室を利
用して器楽演奏や習字・絵画もできます。好きな学習から入って、生活リズムをつ

け、学校生活へ適応できる力を培っていけるよう、時間割を組んでいきたいと思います。
　また、どんぐり広場は保護者の方だけでも利用できます。子育てをする中での迷い、不適応の子どもさんを抱
えての悩みなど、一緒に考えたり、専門の機関をご紹介したりできるのではないかと思っています。小さなこと
でも、気にかかっていることがありましたら、どうぞ遠慮なく「どんぐり広場」をお訪ねください。電話での相
談も受け付けています。 【相談・問い合わせ】692‒6412（学校教育課直通）

「子どもの読書活動優秀実践校」下長山小学校が文部科学大臣から表彰！報告
　下長山小学校の学校図書館が、「子どもの読書活動優秀実践校」
として文部科学大臣から表彰されました。この表彰は、全国の小・
中・高・特別支援学校、合計135校に送られたもので、県内では唯
一の受賞となりました。
　平成26年度の創立140周年記念事業の一環で、赤木かん子氏指導
のもと学校図書館を「明るくいつでも本に親しめる場所」に改良し
ました。現在は「100冊読書」として、指定された100冊から自分が
読んだ本について、詳しい感想を記入した表紙のシールを読書日記
に貼り、記録していく活動などを行っています。このような取り組
みが、他の小・中学校に良い刺激を与え、学校図書館の意義につい
てさらに理解深めてくれることを期待しています。 全校児童での記念写真
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地域に育まれる子ども達「職場体験学習」安庭小学校副校長　片野　正喜

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　安庭小学校 編

しずくいしギャラリー －本人（○）と先生（◆）から感想も伺いました－

　昨年度、安庭小学校ではキャリア教育の一環として、
高学年で職場体験学習を行いました。受け入れていただ
いたのは「うぐいすの郷」と「御所保育園」です。６年
生は11月17日、５年生は26日、朝９時～夕方４時までの
７時間にも及ぶロングでの体験を引き受けていただきま
した。
　うぐいすの郷では、洗濯物をたたむ作業やベッド・車
椅子の掃除、入所者の方の創作活動や体操、レクリエー
ションの補助などを体験しました。
　御所保育園では、園児の遊びの相手、絵本の読み聞か
せ、昼食の世話、お昼寝の準備や寝かしつけ、掲示物の
作成などを仕事として体験しました。

　安庭小学校では、地域の教育資源を積極的に活用し、地域とのつながりや絆を大切にした教育活動を行っています。
昨年度実施した新しい活動をご紹介します。

　どの子も、体の不自由な人やお年寄りの世話をするこ
との難しさや、園児のお世話の大変さを実感したようで
すが、その大変さの中にも責任とやりがいを持って働く
介護士や保育園の先生の姿に感銘を受けて帰ってきまし
た。もう一度体験したいと家族に相談し、冬休みや春休
みに再度活動してきた子もいました。
　その後も、三世代交流会でなった縄で作ったリースの
正月飾りをプレゼントするなど、交流が続いています。
　子ども達にとって大変意義の深い体験学習となりまし
た。今年度の職場体験学習は、体験施設や日数を増やし
て実施したいと考えています。

５年　大塚　夷
い

月
つき

　「トルネード傘」
○下描きをしないで始めからペンで描い
たけれどうまくできてよかったです。影
に濃いところと薄いところをつけまし
た。線をうねらせて描くのが楽しかった
です。
◆傘のうねり具合がとても良く表現さ
れていますね。傘の真ん中あたりが
ぎゅーっと絞られているのも雰囲気が出
ています。一生懸命よく頑張りました。

５年　内村　壮
そう

太
た

「世界に一つの傘」
○傘をじっくり見て、空書きをしました。
下描きなしで始めから油性ペンを使った
ので描けるか緊張しました。影は黒いク
レヨンを使って手で伸ばしました。また
描いてみたいです。
◆濃い影の部分と薄い影の部分のメリハ
リがあって立体的に見えます。布の縫い
目にも注目したことで、より本物らしさ
が表れています。大変素晴らしい作品で
すね。

５年　中島　朔
さくや

　「忘れられた傘」
○大変だったことは、鉛筆で下描きをし
なかったことです。また影をつけること
も大変でした。理由は影をつけることを
失敗すると立体的に見えなくなるからで
す。でも結構うまくできてよかったです。
◆たくさんの線が折り重なって、一本の
傘ができていることが良くわかります。
傘の持ち手の部分が太いのも魅力的で
す。力強い絵に仕上がりましたね。

がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

子どもたちの力作を紹介します

シリーズ「輝」
№120

御所保育園での職場体験学習

うぐいすの郷での職場体験学習
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　協賛クイズへのご応募＆紙面への貴重なご意見ありがとうござ
いました！より良い紙面作りの参考にさせていただきますので、
今後もどしどしご応募ください。ここで、今月のクイズの大ヒン
ト公開！六角形の甲羅を持つ動物から想像される名前の織物で
す。（Ｎ）

　この４月から課に新戦力が加わったのを機に（しかも今月号で
紙面デビューもしています）、長年独占（？）してきたあとがきを
譲ることにしました。来月からのフレッシュなあとがきにどうぞ
ご期待ください！私は来月以降も企画と編集で頑張ります！

（Yasu）

シリーズ対談・編集担当「N」の小部屋
〈第２回〉　西山ボンズ　櫻小路盛夫監督　杉下生眞キャプテン

櫻小路監督、杉下キャプテンありがとうございました！
西山ボンズに関する問い合わせは櫻小路監督（090-4315-8305）に！

雫石町役場ホームページアドレス：http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 暮らしと行政 → 教育委員会  をクリック！

聞いてきました！

　西山ボンズは、西山地区を拠点とし西根、上長山、下長山小学校の児童
を中心として活動している少年野球団です。各種大会で好成績を収めるな
ど数々の活躍をみせ、昨年は結成10周年という節目の年を迎えました。今
回は、西山ボンズ監督である櫻小路盛夫さんとキャプテンの杉下生眞さん
にお話を伺いました。

（Ｎ）櫻小路さんが野球を
始めたきっかけは？
（櫻小路監督：以下（櫻））
18歳の時に朝野球に誘われ
たのがきっかけです。実は
始めはおっかなくて、野球
が嫌いでした。
（Ｎ）それは意外でした。西山ボンズは昨年10周年を迎えら
れましたが、どのような経緯で結成されたのでしょうか？
（櫻）2003年の夏に、西根ボンバーズと下長山キッズが合同
で大会に参加したのが第一歩です。翌年春から「西山ボンズ」
としての活動が始まりました。今では、町内だけではなく町
外の野球の大好きな子ども達も集まり活動しています。
（Ｎ）気になっていたのですが、「西山ボンズ」というチーム
名の由来は何ですか？
（櫻）西根ボンバーズと下長山キッズの名前を合わせた、当
時大活躍していたバリー・ボンズにあやかった、という意味
もありますが、一番はやっぱり「西山のわらしゃんど」とい
う意味が強いかもしれません。

（Ｎ）指導する中で印象
に残っていることはあり
ますか？
（櫻）東北選抜少年野球
大会や棗杯で優勝した平
成20年度のチームの印象
が強いですね。その年は

団員が43人いてレベル別練習もできましたし、甲子園に出場
した櫻糀大樹選手も在籍していました。印象が強いのはその
年ですが、それぞれ毎年活躍しているし、毎年違う子ども達
に出会えることが嬉しいです。また、県大会出場の年に作る
６年生選手の頭文字入りの「夢 Tシャツ」は、子ども達の
目標になっています。今年も着せられればいいなと思ってい
ます。
（Ｎ）町民のみなさんへ何かメッセージはありますか？

（櫻）雫石町は
とてもいい町で
す。あとは、町
民が心から自慢できるものがあるともっといいのではと思い
ます。地場のもので、遠征先にお土産として自信をもって薦
められるものが欲しいですね。
―――――――――――――――――――――――――――
（Ｎ）お名前は？
（杉下さん：以下（杉））杉下生眞です。
（Ｎ）野球を始めたきっかけは何ですか？
（杉）４年生の途中に、櫻小路監督にやってみないかと言わ
れたのがきっかけです。やってみて面白いと感じました。
（Ｎ）野球をやっていて、良かったことは何ですか？
（杉）元気になれました。野球を始める前はどちらかという
と恥ずかしがり屋だったけど、積極的になりました。あいさ
つができるようになって、話しかけられるようになりました。
（Ｎ）悔しかったことは何ですか？
（杉）去年の新人戦予選で、ヒットが打てなくて試合に負け
てしまったことです。ヒットを打てないといつも悔しいです。
（Ｎ）今の目標は何ですか？
（杉）県大会に行くことです。そのためには、みんなで元気
に野球をやりたいです。
（Ｎ）町民の皆さんに伝えたいことはありますか？
（杉）もっと野球に興味を持ってほしいです。少しでも興味
を持ったら、ボンズの練習を見に来てください！

あとがき
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