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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〉 友達・家族とはもちろん、子ども連れでもゆっくり
とくつろげる！子育て世代にも優しいカフェ
「Connected ← connect」さんおすすめ〔コーヒーデザートセット！〕

正解者の中から抽選で２名様に進呈します！解者者者 中中 抽 名名名名様解者 中 抽 名様 進

応募した者勝ち⁉

第31回　岩手山ろくファミリーマラソン開催

太鼓にこめたエールよ 届け！
　上位入賞者一覧（町内）はP2に掲載しています。 ＊写真は参加ランナーと上町さんさ太鼓伝承会の皆さん

情報が満載！

雫石の
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「翔舞～熱き４つの魂　栄光に向かって突き進め！！」　雫石中学校体育祭
〔５月16日〕

第31回岩手山ろくファミリーマラソン　町内選手も多数入賞！　入賞者紹介
〔５月17日〕

　約９か月ぶりに顔を合わせた町内13チームの選手たち。開幕式前は
互いの調子を確かめ合い笑顔が見られる和やかな雰囲気でしたが、選
手入場が始まった瞬間表情は一変。気迫のこもった足取りで堂々と行
進を行い、その後雫石町役場チームの岡森篤選手が力強く選手宣誓を
行いました。
　この早起き野球は、８月上旬まで町内各グラウンドで毎週末を中心
に午前５時から行われています。力一杯プレーする雄姿をぜひご覧く
ださい。

　今年22回目を迎えた雫石中学校体育祭は、上記スローガンを胸に各組団員が熱い戦いを繰り広げました。前日は雨
だったこともあり、足場も悪く転倒する生徒もいましたが、そんなことはものともせず一致団結し、１つ１つの競技
を全力で取り組んでいました。生徒たちは、今回の体育祭活動で身につけた力を今後の学習・生活・部活動などの面
で発揮してくれることでしょう。

【10 km女子39歳以下】
　　５位　高橋　杏　
【４ km男子中学生】
　　１位　村田　涼輔
　　２位　杉田　真英
　　３位　照井　紀之
　　６位　横欠　秀斗

【４ km女子中学生】
　　１位　杉田　侑愛
　　３位　長坂　桜花
【４ km小学高学年女子】
　　１位　長坂　柊花
　　２位　桐山　はる菜

【３ km小学低学年男子】
　　４位　今野　太郎
【３ km小学低学年女子】
　　４位　村田　桃華
　　５位　村田　葵

（すべて敬称略）

その他、こんなことがありました…
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できごと紹介　2015.5

〔13日〕 町教育振興運動推進協議会総会。〔14日〕 町PTA連絡協議会総会。〔20日〕町子ども会育成会連合会総
会およびレク研修会。〔23・24・30・31日〕各小学校運動会。各学校による運動会の特色をP６ページに掲載し
ています。〔29日〕雫石中学校国道清掃。〔30日〕 町ジュニアリーダーズクラブ「SKY」総会。

爽やかな五月晴れの中　開幕！　雫石町早起き野球大会開幕式レポート！
〔５月３日〕

選手宣誓を行う岡森篤選手



しずくいしの教育

特 集
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平成27年度の雫石町教育振興運動
スローガン
テレビ消し、家族一緒に読書や勉強！

平成27年度の５つの推進目標と取り組み
１　５者による推進委員会の開催（共通の意識づくり）（５者とは、子ども・親・教師（学校）・地域・行政）
２　教育振興運動リーダーの養成（各種研修会への積極的参加）
３　町の共通課題への取り組み（「テレビ視聴・ゲーム時間の削減」「読書大好き雫石っ子」）
４　各実践区での子育て講演会の開催（子育ての悩みを共に考える）
５　実践交流会の開催（読書標語の表彰、講演会、２実践区の発表）

今年度の中心となる３つの取り組み

１　町の共通課題への取り組み
課題その１）　「テレビ・ゲーム時間の削減」へ取り組みましょう！
○　早寝・早起き、朝ご飯をしっかり食べるなど、生活リズムを整えましょう。
○　睡眠時間や学習、読書の時間が確保できる生活をしましょう。
○　雫石町の子どもは、「テレビ視聴＋ゲーム時間」は１日２時間以内が目標です。
○　 普段（月～金）の生活で、ゲームの時間が非常に多い人もいます。

そこで、町内全ての小学校・雫石中学校・雫石高校が一斉に 「ノーゲームデー」 を実施します！中学校のテスト期
間に合わせ６月29日（月）、11月24日（火）に設定。この日は、ゲームをひかえますが、この日だけ我慢するのでは
なく、より良い生活を送るためのきっかけにしましょう。

課題その２）　「読書大好き雫石っ子」に取り組みましょう！
○　家読10へ取り組み。１日10分間、テレビを消して家族で読書をしましょう。
○　第９回雫石町親子読書のつどい・・11月７日（土）開催
　　スペシャルお話し会には、楽しくてゆかいなクラウンシュガーさん（愛称）をお呼びします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時にはピエロの姿で、時には○○の姿で登場！

２　子育て講演会・・・各実践区ごとに開催
○　それぞれの実践区の課題にせまる講演会が開催されます。

３　実践交流会・・・12月５日（土）に開催
○　町民の皆さんが一堂に会して子どもの健やかな成長を考え、確かめ合う場です。読書標語の表彰、講演会（情報

メディアと子どもの健やかな成長）、西根小学校実践区､ 橋場小学校実践区による発表を予定しています。

　本町の教育振興運動は、＜地域ぐるみでの子育てを！＞を目標に、着実に歩み
続けてきましたが、今年度は、上記に掲げたスローガンをもとに、共通の目標に
向かって一層力強い運動を展開していきたいと思います。

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692‒6413）

読書のつどい子育て講演会 実践交流会
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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

『岩手県雫石昔話集　ねむた鳥』
田中　喜多美・著／石井正巳・編

　田中喜多美（1900～1990）は雫
石の下久保に生まれ、郷土の民俗
と歴史を研究し続けた人物です。
　岩手県史・岩手郡誌の編纂委員
を務めたことでもよく知られてい
ます。
　本書は、戦前の国民的昔話集『聴
耳草紙』に24話も収録された日本
民俗学史上の大著でもあります。
　母から子へ、子から孫へ語りつがれたという雫石の昔
話集『ねむた鳥』を是非ご覧ください。

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 ６月27日（土）10：00～　場 町立図書館
「わたしのかさはそらのいろ」あまんきみこ・作
「かえるのあまがさ」与田準一・作　　ほか

たんぽぽおはなし会
日 ６月18日（木）10：30～　場 中央公民館
えほん「ごろぴかどーん」
パネルシアター「おーいくもさん」
こうさく「たなばたかざりをつくろう」 ほか

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ７月３日（金）10：30～11：00　場 健康センター

☆企画展「環境展」　ただいま開催中！ 
　６月の「環境月間」にちなんで、自然や環境の本を展示・
貸出しております。是非ご覧ください。

☆臨時休館について【７月５日（日）～16日（木）】
　システム更新のため図書館を臨時休館します。期間中
はインターネット検索や予約サービスもご利用できませ
ん。返却は、ブックポストにお願いします。

【協賛懸賞品ご提供者】Connected ←connect　
（雫石町町裏63-2／TEL：019-692-2929）
http://www.facebook.com/Connectedconnect

ご提供ありがとうございました！
正解者の中から抽選で、
「コーヒーデザートセット」を２名様に差し上げます。

《５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…（ウ）)亀甲織………実は、ヒントをあとがきに書いていました。気づきましたか？

当選者：ゆきうさぎ様 (町内 ) ／くるみ様 (町内 ) ／ゆずゆず様 (町内 ) ／桝ばーば様 (町内 ) ／石山町子様 (町外 )

読書の壺　今月のこの一冊

イベント情報とお知らせ

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】　写真は、昭和16年発行の「岩手郡誌」で「本郡稀に
見る先史時代遺跡」と評された桜沼遺跡の代表的な出土
資料「遮光器土偶」です。さて、その「岩手郡誌」の編纂
に関わった雫石出身の著名な歴史家・郷土史家は、次の
うちの誰でしょうか？

（ア）田中喜多美　（イ）柳田國男　（ウ）原敬

【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
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、６月
26日（金）（必着）までに社会教育課「教育しずくいし」担
当あてに応募してください。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７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！



　江戸末期、雫石の文人たちが選んだ「雫石八景」を夏、
秋の２シーズンに分けて巡ります！今回は…恵照山の納
涼、御所の帰帆、籬野の月、巌鷲の残雪、このほか普段
見られない町内の名所にもご案内！
日　時 ７月９日（木）9：00～15：30
講　師 スーパー歴史ナビゲーター　関　敬一さん
対象・定員 町内在住または勤務の方・先着10人
費　用 １人1,500円（昼食代を含みます）
申　込 ７月２日（木）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。

日　時 ７月12日（日）
　　　　6：50町役場前集合
場　所 岩木山
　　　　（青森県弘前市・1,624ｍ）
対象・定員 町内在住または勤務の方・先着35人
費　用 2,000円（保険料等）
申　込 ６月21日（日）～７月１日（水）までに町営体育館
へ（692-5030）
持ち物 昼食・飲料水・おやつ・雨具・着替え等
その他 ８合目まではバス、９合目まで登山リフトで登
頂します。町山岳協会員がガイドをし、安全に誘導しま
す。申込後の参加料の返還は致しかねます。

日　時
【３期】６月30日～９月８日（毎週火曜・全10回）
　　　 10：00～11：30（ただし８月11日は除く）
【４期：午前の部】７月２日～９月10日
（毎週木曜・全10回）　10：00～11：30
（ただし８月13日は除く）
【４期：夜間の部】７月２日～９月10日
（毎週木曜・全10回）19：00～20：30
（ただし８月13日は除く）
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・チュー

ブトレーニング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・定員 町内在住の方・それぞれ先着10人
費　用 2,700円（体育館使用料・保険料含む）
申　込  ６月18日（木）～26日（金）までに町営体育館へ

（692-5030）

日　時
【３期】６月30日～９月８日
　　　 （毎週火曜・全10回）
　　　 16：30～18：00
　　　 （ただし８月11日は除く）
【４期】７月２日～９月10日（毎週木曜・全10回）
　　 　16：30～18：00（ただし８月13日は除く）
場　所 町営体育館
内　容  バランスボール・マット運動等いろいろなス

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・それぞれ先着10人
費　用 1,700円（体育館使用料・保険料含む）
申　込  ６月18日（木）～26日（金）までに町営体育館へ

（692-5030）

日時・内容 ７月10日～８月７日の毎週金曜日（全５回）
　　　　《午後コース》　14：00～16：00
　　　　《夜間コース》　19：00～21：00
①７月10日　パソコン基本操作・日本語入力の基礎
②７月17日　ビジネス文書、はがき文書の作成
③７月24日　ワードのおさらい・エクセル基本操作
④７月31日　エクセルを使った小遣い帳の作成
⑤８月７日  インターネット体験・総合おさらい　など
場　所 西山公民館・パソコン体験実習室
対象・定員 町内在住または勤務の方・先着10人
費　用 1,000円（初回受講時に申し受けます）
申　込 ６月18日（木）～７月２日（木）までに西山公民館
へ（693-3321/受付 : 平日8：30～17：00）
※参加者が極少数の場合は開催を見送ることがありま
す。また、都合により日程を調整することがあります。

「いざ、一歩前へ」
西山公民館パソコン教室・初級編

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室

雫石町ジュニア・アスレティック教室

タイムスリップバスツアー
先人が選んだわが町の美しき八つの風景を巡る《前編》

日　時  ６月23日（火）8：30町役場前集合・出発／16：50
帰着予定

場　所 骨寺村荘園遺跡・一関市博物館「舞草刀」・田
村家「時の太鼓」・特別見学「みちのくあじさい園」など
定　員 町内在住または勤務の方・先着25人
費　用 2,000円（入館料・保険料・昼食代等）
申　込 ６月19日（金）までに社会教育課へ
　　　　（692-6413／受付：平日9：00～17：00）

第１回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）
～一関地方の歴史を訪ねて～

ときには「豪かに」いきましょう。
海鮮ドリアに挑戦！

日　時 ７月22日（水）10：00～13：00
場　所 中央公民館・調理実習室
講　師 町食生活改善推進員連絡協議会のみなさん
定　員 先着20人
費　用 １人500円
申　込 ７月15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。

中央公民館料理教室「厨房レッスン」

雫石町民登山
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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児童生徒就学援助事業の対象拡大について
委員 雫石町児童生徒就学援助事業実施要綱を一部改正
し、対象費目を拡大したようだが他市町村の状況はど
うか。
教委 今回の改正は、援助対象として、児童会費、生徒
会費、学級費及びクラス会費を加えたもので対象額が
１人あたり５千円程度となる見込みです。平成26年10
月に県教育委員会から拡大要請もあったもので、平成
26年度においては県内25市町村で実施されています。
今後は、PTA会費、クラブ活動費なども他市町村の
状況を見ながら拡大していきたいと考えております。

 教育委員会定例会リポート（４・５月）
― その１　議案編（５月定例会）　以下の案件が可決されました。 ―

１．雫石町就学指導委員会委員の委嘱並びに任命に関し議決を求めることについて
２．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

― その２　質疑応答編（４月） ―
②小学校統合準備委員会の進め方について
委員 小学校統合に向けて、統合対象の３地区（御所・
西山・御明神）に設置する予定の統合準備委員会のメ
ンバー構成と進め方はどうするのか。
教委 統合に関わる様々なことを決定する委員会と位置
づけ、委員については、学校教員、PTA役員、学校
評議員、行政区長及び地域住民等から、幅広く選出し
たいと考えています。次に、進め方ですが、各統合準
備委員会から出される質問及び課題に対して、役場内
でも関係者を集めて協議し、随時返答する形式を考え
ています。それぞれの統合準備委員会の委員の皆様が
当事者意識を持ち、活発な議論をしていただくことを
期待しております。

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／各小学校運動会の特色紹介教育行政・学校のページ

　このほかにも、雫石中学校スーパーエコスクール実証事業の進め方、岩手山ろくファミリーマラソンの実施主体、東京芸
術大学のふれあいコンサート開催日程、町立図書館の年代別利用状況についてなどが話し合われました。

この小学校ではどんなことをやっているの？　各小学校運動会の特色紹介
　町内小学校の運動会がどのように行われているかご存知ですか？ここでは、各小学校の運動会の特色をお知らせ
いたします。
　まず、運動会の対象者は各小学校でこのように分かれています。

　ちなみに、雫石地区と御所地区では、小学校の運動会とは別に「地区民運動会」が８月末に行われています。

　次に「徒競走」の特徴ですが、走る距離の違いにあります。一番多いパター
ンは、１・２年生が50m、３・４年生が80m、５・６年生が100mです。他の
小学校に比べ、長い距離を走るのは七ツ森小学校で、１・２年生が80m、３・
４年生が100m、５・６年生が150mを走ります。下長山小学校と西根小学校も
５・６年生は150mを走ります。

　珍しい種目として、御明神小と安庭小では「組体操」に取り組んでいます。「綱
引き」と「玉入れ」は、ほとんどの学校で両方に取り組みますが、上長山小で
は毎年交互に行われています。その他には、アトラクションとして、「消防団
による消防車操作の実演」が御明神小と大村小で行われています。

小学生のみ 午前：小学生　午後：学区民 小学生・学区民合同運動会

雫石・七ツ森・御明神・南畑・安庭小学校 上長山・下長山・西根小学校 橋場・大村小学校

　「雫石よしゃれ」と「さんさ踊り」は多くの学校で行われていますが、
大村小では「山祗神楽」、南畑小では「堰賛太鼓」と伝統芸能を披露する
学校もあります。その他には、七ツ森小では「金管パレード」、雫石小と
上長山小では「鼓笛パレード」が行われています。
　このように様々な競技が行われています。時間を見つけて、他の小学校
の運動会を見学してみてはいかがでしょうか。大村小学校児童による山祗神楽

安庭小学校児童による組体操
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まちなか保育園の輝く笑顔 雫石保育園　園長　藤本　達也

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　雫石保育園 編

しずくいしギャラリー －本人（○）と先生（◆）からのコメント－

　昭和29年永昌寺本堂で児童遊園を開園、昭和31年雫石保育園として保育を開始しました。今も当時より変わらずに
伝えていることは「あいさつをすること」、「お友達、家族、誰にでもやさしく親切にすること」、そして「命を大切
にすること」。
　乳幼児期の生活の場の一部である保育園の役割は、雫石町においても少子化が進んでいる今日だからこそ、保護者、
職員のみならず地域の皆様との関わりの中で、しっかり見守っていくことと考えております。地域間交流も毎年、ニ
コトピア（年２回）、笑々館（毎月）、就学前の子ども達の学校訪問（雫石小学校）、そして町内探検のおりには、商
店街の方々から声をかけていただき、笑顔いっぱいの子ども達の姿が見られます。

◆子どもたちの大好きな昔話「おむすびころりん」。物語のその後を創作しました。3つのグループに分かれ、それ
ぞれ自分の考えた物語を出し合い、話し合いの中から描き方を決め絵に表現しました。想像力豊かな子どもたちの楽
しい“その後”のお話には、よくばりだったおじいさんもみんなと仲良くなったり、暗い穴の中から出ることができ
たりと、子どもたちの優しさなども見えてきました。絵本の世界をより楽しみ、協力し合って作品を作り上げること
ができました。

○もぐらになったよくばりおじいさん
は、ネズミや優しいおじいさんに「ごめ
んなさい」をして仲良くなりました。
おじいさんの家ではケーキを食べたりし
て、楽しいパーティーをしました。ネズ
ミたちは前に住んでいた穴を埋めて、優
しいおじいさんの家に引っ越しをして、
一緒に仲良く暮らしました。

○もぐらになったよくばりおじいさん
は、土の中からオナラで自分の家の屋根
まで飛んでいき帰ることができました。
もぐらは魔法の川に入り、元のおじいさ
んの姿に戻ることができました。ネズミ
たちは違う穴に引っ越しをして、お友だ
ちと楽しく暮らしました。

○もぐらになったよくばりおじいさんが
その姿のまま家に帰ると、おばあさんが
びっくりして、もぐらのことを投げてし
まいました。投げられたもぐらはゴミ箱
の中に入ってしまいました。するとゴミ
収集車が来て集めて行ってしまいまし
た。でもそれは全部夢でした。

「絵本の世界を楽しもう」（年長児）

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」
№121

町内探検

みずき団子作り

友だちとお話しながら

ふれあい遊び
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　人口減少対策プロジェクトチームのメンバーとして、町の
人口減少を食い止めるための勉強中です！効果的な対策とし
て子育て世代の I・Uターンが挙げられるそうです。町民の
みなさん、雫石の魅力は何ですか？その魅力を一緒に発信し
てみませんか？（Ｎ）

　みなさん初めまして！今月号からあとがきを担当させても
らうことになりました。初めてのことばかりで毎日四苦八苦
していますがこれから頑張っていきたいと思います！実は５
月号の表紙は私が撮らせていただきました。ぜひ振り返って
みてください！（KA）

シリーズ対談・編集担当「N」の小部屋
〈第３回〉　盛岡市内一周継走大会　中学生男子部門に出場した雫石中学校のみなさん

地区中学校駅伝競走大会は９月４日（金）に町総合運動公園内特設コースで開催！ぜひ応援に行きましょう！

※５月号対談記事掲載文中の櫻糀大樹選手は、櫻糀大輝選手の間違いでした。お詫びして訂正いたします。

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！

　４月19日（日）、岩手県営運動公園陸上競技場を発着点とし、
盛岡市内一周継走大会が開催されました。この大会で、雫石中
学校が16年ぶり、中学校男子最多となる6度目の優勝を果たす
という快挙を成し遂げました。今回は、継走チーム選手の皆さ
んにお話を伺いました。
≪走順　（写真は右から）①村田涼輔さん、②小坂辰明さん、
　　 　③杉田真英さん、④瀬川元気さん、⑤照井紀之さん≫

（Ｎ）はじめにどんな気持ちで走っていたか走順ごとに感想
を教えてください。
（村田：以下（村））何としても前から離れないように、くら
いつこうと思いながら走っていました。（２位でゴールした
時は）１位とは離されてしまったけど、後ろに抜かれなくて
良かったと思いました。

（小坂：以下（小））（１走の）涼輔が２位で来ました。１位
との差があったので、できるだけ詰めて抜きたいと思ってい
ましたが、前半ちょっと飛ばしすぎてしまいました。それで
も、後半粘って走れて良かったです。
（杉田：以下（杉））自分のすぐ前に、（１位の）見前中が走っ
ていたので、何としてでも抜こうと思って走りました。（見
前中を抜き、１位になって）後ろに少しでも差をつけて、タ
スキを渡すことができました。
（瀨川：以下（瀬））２位との差を広げて、そのまま１位で次
につなげられればいいと思いました。ゴールした時は、その
まま１位でゴールしてくれればいいなと思いました。
（照井：以下（照））最初のほうで、１位で来てくれると信じ
ていました。自分の走りでは、後ろに抜かれるのが怖くて、
始め飛ばしすぎて、最後タイムが遅くなったのが悔しかった
です。でも、ゴールした瞬間は嬉しかったです。

（Ｎ）次の目標は、秋の県中学校駅伝と聞いています。大会
に向けての意気込みを聞かせてください。今度は５走の照井
さんから聞きましょう。
（照）春の一周継走では練習より遅いタイムだったので、秋
は練習以上の力を出せるようにしたいです。１区の村田君や
３区の杉田君（エース級の２人）についていけるようにした
いです。
（瀬）自分の目標をしっかり立てて、その目標をクリアして
自己ベストを出したいです。
（杉）一周継走では、チームとしての結果は良かったですが、
個人タイムが練習よりかなり落ちたので、試走よりも必ずタ
イムを上げて走れるようにしっかり練習したいです。
（小）サッカー部なので、陸上部の人たちに比べると、練習
があまりできないかもしれないけど、朝練でしっかり走って、
サッカーが終わった後もしっかり走りたいです。
（村）春の本番では、自己ベストを更新できなかったので、
秋はしっかりと練習を積み重ねて、自己ベストを更新したい
です。
（Ｎ）では、チームとし
ての目標は？
（全員）優勝です！
（Ｎ）そのための目標タ
イムはありますか？
（照）全員、（３kmで）
９分30秒を切りたいです。
（Ｎ）そうすると、優勝が見えてくるんですね。最後に町民
のみなさんに伝えたいことはありますか？
（杉）９月頭に地区駅伝が雫石町で開催されるので、応援に
来てほしいです。
（Ｎ）地区大会では絶対優勝ですね。
（全員）はい！

あとがき


