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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〉 
　こだわりの自家栽培野菜で季節の味を届ける「Garden kitchen ます家」
さんおすすめ「渡り蟹のトマトクリームパスタ」

正解者の中から抽選で２名様に進呈します！

応募した者勝ち⁉

富士市・雫石町少年交流事業
いつまでも　あの飛行機事故を忘れないために

＊写真は事業参加児童のうち３・４班のみなさん

情報が満載！

雫石の
雫石町教育委員会広報紙
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雫石中陸上男子 髙橋＆櫻田選手が全国の舞台へ
～全日本中学通信陸上競技大会岩手大会結果報告（敬称略）

〔７月４～５日〕

〔７月10～11日〕

〔７月25～28日〕

〔８月４～６日〕

〔７月18～20日〕
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できごと紹介　2015. ７～８月

その他、こんなことがありました…
〔９日〕17年７ヶ月、町社会教育委員を務めた五日市泰さんが県社会教育委員連絡協議会表彰を受賞。〔24日〕町
内全小中学校終業式。〔31日〕町小学校水泳記録会開催！

陸上男子リレーチームと柔道・須藤＆谷地選手が全国大会へ
～県中学校総合体育大会（全国・東北大会出場者分／敬称略）

星 征一さんが東北地区スポーツ推進委員功労者受賞！

悲しい事故が結んだ縁をこれからも大切に ～富士市・雫石町少年交流事業

雫石中男子バレーボールチームが東北大会ベスト４に！

　秋田県鹿角市を会場地に開催された『東北地区スポーツ推進委員研修会秋
田大会』において、町のスポーツ推進委員を21年間務めている星　征一さん
が東北地区スポーツ推進委員功労者として表彰されました。スポーツ推進委
員とは、市（区）町村のスポーツに関する指導・助言をし、地域住民と行政
のコーディネーターなどを務めるスポーツ施策の推進役です。

　県内各地で開催された県中学総合体育大会において、陸上男子リレーチーム
と柔道部の須藤選手、谷地選手が全国及び東北大会、陸上男子５選手とバレー
ボール男子チームが東北大会の出場権を獲得しました。
＊柔道部の須藤さん、谷地さんのインタビューをＰ８に掲載しています。

　髙橋太星選手（３年）が共通110ｍＨで、櫻田俊選手（３年）が共通400ｍで、
８月18日から行われる「全日本中学校陸上競技選手権大会」の参加標準記録を
突破し、見事全国への切符を手にしました。
　共通110 mH　１位　髙橋太星　14秒77（参加標準記録15秒00）
　共通400 m　　２位　櫻田　俊　51秒65（参加標準記録51秒70）

【陸上男子】
　共通400 m ３位　櫻田　俊　※東北
　２・３年1500 m ２位　杉田真英　※東北
　共通3000 m　　 ２位　村田涼輔　※東北
　共通110 mH　 １位　髙橋太星　※東北
　共通棒高跳　 ２位　細川颯太　※東北
　共通400 mリレー １位　雫石　※全国・東北
　（高藤成作、正木佑磨、櫻田　俊、髙橋太星）

【柔道男子】
　90 kg 超級　優勝　須藤　駿　※全国・東北
【柔道女子】
　70 kg 超級　優勝　谷地　望　※全国・東北
【バレーボール男子】
３位　第３代表決定戦（対下橋中２-０）※東北大会

　44年前の７月30日、雫石町上空で当時国内最大といわれた航空機事故が発生しま
した。その犠牲者162人のうち、125人が静岡県富士市の方々だったことから、33回
忌を機にその教訓を後世に伝えるために両市町の少年交流事業が始まりました。
　今年度の少年交流事業では、雫石町児童26人が富士市を訪問し、海岸バーベ
キュー、紙バンド作品作り、富士登山、寄せ書きを書き合ったキズナプログラムな
どを通して、絆を深めました。

　福島県郡山市で開催された東北中学校バレーボール大会において、雫石中
学校男子バレー部が激戦の末、見事ベスト４入りを果たし、８月21～24日に
北海道旭川市で開催される全国大会への出場権を獲得しました。

速報

陸上男子リレーチーム（左から高藤さん、
正木さん、櫻田さん、髙橋さん）

櫻田選手（左）と髙橋選手

富士登山体験
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夏は図書館を使いこなそう！ ～図書館は あなたの 本棚～
―おうちの本棚感覚で知恵と知識と楽しみの扉をひらこう―

【問い合わせ】町立図書館（692‒5959）

西根保育所の七夕会での出前おはなし会

絵本を読むおはなしの雫　大信田さん

ティーンズはこれ！角川つばさ文庫
　話題の映画「バケモノの子」の細田守監督作品、「時
をかける少女」「サマーウォーズ」「おおかみこども
の雨と雪」の文庫版など面白い本盛りだくさん。

読んで世界を広げる、書いて世界をつくる
読書感想文コンクール課題図書展　開催中

　今年度から町内各学校で全国読書感想文コンクー
ルに力を入れています。町立図書館では、その課題
図書の展示貸出しを８月いっぱい開催中！読書感想
文の書き方の図書もあわせてどうぞ。

おはなし会を出前します。
　読書普及を目的に図書館職員がおはなし会を出前
します。子ども会、PTA、老人クラブなど０歳児～
大人まで幅広く対応します。お気軽にご相談くださ
い。

～図書館の活用～
◆レファレンスサービス　お調べになりたいこと、
探している本、図書館職員がお手伝いします。
◆コピーサービス　１枚10円
　（著作権法の範囲内になります）
◆予約・リクエストサービス　貸出中の本を予約し
たり、図書館にない本をリクエストできます。
◆おはなし会グッズの貸出　おはなし会で使う大型
絵本、紙芝居舞台、パネルシアター台などの貸出。
◆団体貸出　グループ・団体に１ヶ月本を貸出。
◆宮沢賢治文庫、読みやすい大活字本、まんがコー
ナーも人気。
◆視覚障がいの方に拡大読書器「よむべえ」（要事
前予約）もあります。

夏の夜のこわいおはなし会
　７月25日（土）の夜、中央公民館に幼児から小・中学
生、大人まで総勢77人のお客様が集まり、大型絵本・
紙芝居・ようかい落語など、こわいおはなしを楽しみ
ました。窓辺には怖い本がズラリ！
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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

『雫石の戦時体験記（第一集～第五集）』
雫石町教育委員会／編

　今年は、戦後70周年。70年
前の戦争の荒波は、雫石町を
も飲み込みました。雫石町に
とってあの３年８カ月の戦争
とはなんだったのでしょう
か？
　第一線の兵士は何を感じた
のか、徴用とは、学徒動員と
は、満州開拓義勇軍とは、そ
の答えは本書にあります。

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 ８月22日（土）10：00～　場 町立図書館
「ハグくまくん」ニコラス・オールドランド作
「くらやみのかみさま」長谷川　知子・作　など

たんぽぽおはなし会
日 ８月20日（木）10：30～　場 中央公民館
えほん「あかいぼうし」　など
紙芝居「おんぶおばけ」
マジックショー　など

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ９月４日（金）10：30～11：00　場 健康センター

【協賛懸賞品ご提供者】　Garden kitchen ます家
（雫石町源大堂65-1／TEL:019-692-5600）
　https://www.facebook.com/shizukuishi.masuya

ご提供ありがとうございました！
正解者の中から抽選で、「渡り蟹のトマトクリームパス
タ」を２名様に差し上げます。

《７月号協賛懸賞クイズの正解・当選者発表！》ご応募ありがとうございました！
正解：（ア）テーブルセンター………ノーヒントだったためか、応募者数が激減しました。今月もチャンスかも？

当選者：白くま様（町内）、バンビ様（町内）

【開館時間】
　火・木・土・日曜日 ・・・午前９時から午後５時
　　　　　水・金曜日 ・・・午前９時から午後６時
【休館日】
・ 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌日以降の最初
の祝日にあたらない日）
・年末年始（12月29日から翌年１月３日まで )
・館内蔵書点検期間（毎年３月を予定）
※ただし、館長が必要と認めた場合はこれを変更、また
は臨時に休館日を定めることがあります。

【館内利用について】
・ 新聞、雑誌、図書資料の「閲覧」は、どなたでもできます。
また、ビデオ、LDの試聴もできます。

・ 貸出利用には、登録が必要です。（町外の方は、免許
証など「お名前」「住所」「電話番号」が確認できるも
のをお持ちください。）

【貸出について】
　一人５冊まで２週間借りられます。その本に、次の予
約が入っていなければ１回２週間の延長が可能です。登
録カードを忘れた場合も借りられます。

読書の壺　今月のこの一冊

お知らせ（町立図書館の利用について）

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】　暑い季節になるとたくさん出てくる○○を捕るた
めの道具です。ガラス製で、中に入った○○が逃げられ
ないよう工夫が施されています。昭和初期まで家の中で
使われていたという、この道具で捕っていたのはいった
い何？（下線部がヒントです）

（ア）セミ　　（イ）ハエ　　（ウ）幽霊

【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、８月
28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９月号で紹介します。お楽しみに！

幼児・小学生対象

乳幼児対象

乳幼児対象

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！

教育しずくいし125.indd   4 15/08/10   7:56



雫石なんだり観賞教室～ジャズで気分上々だ。～
豪華ジャズトリオが雫石にやってくる！

出演：早川泰子さん（ピアノ）　山下弘治さん（ベース）　勘座　光さん（ドラムス）

 日　時 　10月24日（土）14：00開演
 場　所 　中央公民館・野菊ホール
 入場料 　500円（高校生以下無料・整理券必要）
　　　　＊ 未就学児の入場はできません。無料託児室を

ご希望の方は事前にお申込みください。
 入場券販売場所 　中央公民館・各地区公民館【電話予約
も受け付けています（中央公民館692-4181）】

雫石町女子力ＵＰ総合計画
「錆びない女になるための五つの夜会」

 日　時 　10月１日～10月29日の毎週木曜日
　　　　 （全５回）19：00～21：00
【第一夜】 お茶と素敵なお話に浸る会
 講師：焙茶工房しゃおしゃん　前田千香子さん
【第二夜】 肌の愛し方を知る会
 講師：ボディヒーリングサロン LANI　佐々木沙織さん
【第三夜】 自分の名前を丁寧に書く会
 講師：美文字プチアドバイザー　千葉しのぶさん
【第四夜】 体の隅々までしっかり動かす会
 講師：雫石ダンススタジオ主宰　久慈幸恵さん
【第五夜】 美しい歩き方でアンチエイジングの会
 講師：フィットネスインストラクター　中田幸恵さん
 場　所 　雫石公民館
 対　象 　町内在住または勤務の女性（20代～40代）
 定　員 　先着20人
 費　用 　1,500円（実費代別途徴収有り）
 申　込 　９月24日（木）までに雫石公民館へ
　　　　（692-3458／受付：平日8：30～17：15）
＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

 期　日 　８月16日（日）
 場　所 　御明神公民館駐車場（盆踊り大会）
　　　　御明神大橋河川敷（舟っこ流し、花火大会）
 内　容 　舟っこ魂入れ　13：00～
　　　　盆踊り大会　　18：00～19：20
　　　　舟っこ流し　　20：15～
　　　　花火大会　　　20：25～

第37回御明神夏まつり

中華の定番ギョウザ＆春巻きをつくろう！
日　時　９月16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　９月８日（火）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」

西山公民館パソコン教室・パワーポイント編
　日常生活に深く浸透しつつあるパソコンに加え、プロ
ジェクター、スクリーンを活用して、活動 PRなどの資
料作成ができるプレゼンテーションソフトを学習します。
 日　時 　10月２日～11月13日の毎週金曜日
　　　 　（全７回）19：00～21：00
 場　所 　西山公民館・パソコン体験実習室
 講　師 　高嶋一秀さん
 対　象 　町内在住または勤務の方
 定　員 　先着10人
 費　用 　1,000円＋テキスト代実費（初回受講時に申し
受けます）
 持ち物 　筆記用具
 申　込 　８月20日（木）～９月７日（月）までに西山公民
館へ（693-3321/受付 : 平日8：30～17：00）
 その他 　時間前、時間後の受付は一切受け付けません
のでご了承ください。都合により、日程を調整すること
がございます。
アロマオイルマッサージで美脚をめざそう！！
 日　時 　９月３日～９月24日の毎週木曜日
　　　 　（全４回）10：00～12：00
 場　所 　御所公民館・大会議室
 講　師 　日本フットセラピスト協会認定セラピスト
　　　　吉田　みどり　さん
 対　象 　30代～50代の女性
 定　員 　先着10人
 参加料 　１人1,000円
 持ち物 　バスタオル、靴下
 申　込 　８月31日（月）までに御所公民館へ
　　　　 （692-2214/受付 : 平日9：00～17：00）

剣道スポーツ少年団団員募集
　剣道は、小学生から高齢まで長～くできるスポーツで
す。体力に合わせて練習しますので初心者でも問題あり
ません。ぜひ、お気軽に見学にいらしてください。
※防具・胴着は貸出用があります。
 日　時 　毎週水・金曜日
　　　　小学生　18：30～20：00
　　　　中学生　18：30～21：00
 場　所 　御明神小学校　体育館
 費　用 　１ヶ月1000円
 申　込 　町営体育館へ（692-5030）
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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

ピアノ　早川泰子さん
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☆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28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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①第１回郷土史教室の参加者募集について
委員 第１回郷土史教室への参加者募集について、町の
広報「教育しずくいし」に掲載される前に「雫石ジャー
ナル」に掲載され、広報「教育しずくいし」が発行に
なった時点では、定員まで残りわずかの状況だと聞い
たが、混乱はなかったか。
教委 郷土史教室は、「滴石史談会」と教育委員会で共
催したもので、「雫石ジャーナル」への掲載は滴石史
談会が依頼し、広報「教育しずくいし」への掲載は教
育委員会が担当いたしました。結果、「雫石ジャーナル」
が先に発行されたことで多少の混乱はあったかもしれ
ませんが、車両を増やしたりすることで対応できたと
思っております。今後とも募集期間を設定するなど一
律な対応に努めてまいります。

 教育委員会定例会リポート（６・７月）
― その１　議案編（７月定例会）　以下の議案が可決されました。 ―

１．平成28年度に使用する雫石町立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） ―

②小学校統合準備委員会（仮称）の進捗状況について
委員 統合対象の３地区（御所、西山、御明神）におい
て、統合の時期及び統合に使用する校舎等、具体的な
内容を検討するため、「小学校統合準備委員会（仮称）」
を設置することとしているが、進捗状況はどうか。
教委 統合対象の３地区の中で、地区内の全小学校
PTAから統合準備委員会設置への合意が揃ったのは、
御所地区のみとなっており、現在、統合準備委員会設
置に向けたメンバー構成等について、PTA役員及び
学校評議員と協議している段階です。現時点で合意を
得ていない、上長山小、西根小及び橋場小についても、
１日でも早く合意をいただけるよう話し合いを進めて
まいります。

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／親子合宿「サマーキャンプ in 雫石」開催！教育行政・学校のページ

　このほかにも、ドイツ及び富士市との交流事業の実施状況、ジュニアリーダーズクラブ「SKY」の現状、図書館の読書
感想文コンクール課題図書の展示、地区公民館の開館時間の確認、国体のデモンストレーションスポーツである「3B体操」
のプレ大会の実施についてなどが話し合われました。

　７月25日から１泊２日で、親子合宿研修会『サマーキャンプ in雫石』
が休暇村岩手網張温泉で行われました。この研修会は、「きこえの教室」
や「ことばの教室」などの通級指導教室に通っている子どもとその親
などを対象に県内各地で行われているもので、今回は雫石・滝沢大会
として開催され、県内から親子合せて約190人の参加がありました。
　１日目は、あいにくの雨模様となり、屋外研修の予定を変更して、
網張ビジターセンター内で自然についてのお話を聞いたり、レクリ
エーションをしたりして、交流を深めました。夜は、子どもと親が別々
に宿泊するという内容で、特に子ども達にとっては新鮮な体験となっ
たようです。２日目は、親子で「忍び駒作り」に取り組み、子どもと
親のきずなを再確認したようでした。

　２日間の研修を通じて、子ども達からは「子ども同士でお部
屋に泊まれて楽しかった。」など、保護者からは「お互いの悩
みや不安を共有できて、迷ったりしているのは自分だけではな
いと安心できた。」などと感想がありました。この研修会の「ね
らい」は、「子ども達が人とふれあい、自然とふれあい、仲間
作りや活動体験を通して、人間関係を豊かにし、集団への適応
力を高めよう。」であり、その「ねらい」を十分に達成できた
研修会となりました。

岩手県ことばを育む親の会　親子合宿「サマーキャンプin雫石」開催！ 報告

「忍び駒作り」に
取り組む親子

ビジターセンターでお話を聞く子ども達
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同窓会・見守り隊・保護者ボランティアの皆様に支えられて
雫石小学校　副校長　山本　一平

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　雫石小学校 編

　昨年度、雫石小学校は、地域、保護者、関係機関の皆
様のご支援をいただき、創立140周年記念式典を盛大に
開催することが出来ました。紙面をお借りして感謝申し
上げます。ここでは、本校の教育活動が皆様のご支援に
より展開されている一端を紹介いたします。
　まずは、同窓会（会長　佐々木正志さん）組織です。
卒業年度ごとに理事を選出していただき、役員と共に運
営に当たっていただいております。主な活動として、子
供達の登校時の見守り活動、学校教育備品の寄贈、還暦
文庫の寄贈です。還暦文庫は、昭和60年度から絶えるこ
となく、公益財団法人「小さな親切」運動本部より「小
さな親切」実行章を贈られております。 　次に、地域の皆様による見守り活動です。学校近隣地

区の皆さんや老人クラブの皆さんが自主的に本校児童の
安全な登下校の見守りを行ってくださっております。さ
らには地域清掃や花壇整備作業にも毎年、お手伝いいた
だいております。
　最後に紹介するのは、保護者ボランティアの皆さんで
す。読み聞かせ活動、農園での栽培活動、花壇整備作業、
校内マラソン等、学校行事への支援活動を行っていただ
いております。
　326人の児童がさらに輝くよう努力してまいります。
今後とも、雫石小学校をよろしくお願いいたします。

６年　上
うえ

野
の

　実
み か

華
○鼓笛の演奏をしているところを写真に
撮ってもらい、板に写しました。 盤を
彫るのが難しかったです。ホースが曲
がっているところを上手く表すことがで
きました。自分に似ていると、みんなに
言われて嬉しかったです。

◆雫石小学校の伝統である鼓笛の様子を
版画（一般多色刷り）にした作品です。
実華さんは彫るときも色を付けて刷ると
きも一つ一つ丁寧に作品を仕上げていま
した。

６年　千
ち ば

葉　彩
あや

芽
め

○夏をイメージした作品で、夜にきれい
な花火がたくさん上がっているような風
景にしました。はんこを作るときは和風
のはんこになるように工夫して作りまし
た。夏の夜を思い浮かべながら見てくだ
さい。

◆イメージ一つで半紙の中に新しい世界
が生まれます。墨の広がりや濃さを考え
て夜空にうかぶ素敵な花火を描きまし
た。作品に添える赤い印も素敵です。額
に入れて飾りたいですね。

６年　森
もり

子
こ

　沙
さ

久
く

也
や

○この水墨画は、その時思い浮かんだ気
分を表したものです。描いてみて「水墨
画って楽しいんだなぁ。」と思いました。
筆の使い方を工夫してうずまきを描いた
り、なみ線を描いたりしました。バラン
スをとるのが難しかったけれど楽しかっ
たです。
◆小筆に墨をつけ、トントンと細かい点
を散らしたり、大筆をくるっと回して丸
い模様を描いたりと、自分だけのアイ
ディアで楽しみながら水墨画を仕上げま
した。何かのおまじないのような、ハリ
ケーンのような、見方によっていろいろ
に見える楽しい作品です。

がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

しずくいしギャラリー －本人（○）と先生（◆）からのコメント－子どもたちの力作を紹介します

シリーズ「輝」
№123

農園での栽培活動

地域の皆様による見守り活動

還暦文庫バトンと趣意書
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　「Ｎ」の小部屋により、何かに一生懸命打ち込む学生たち
にお話を伺うことができ、その思いや態度に感嘆することば
かりです。「打ち込める何かを持っている人は強い！」とい
うことを目の当たりにする貴重な機会をいただき、有難い
なぁと思う担当でした。（Ｎ）

　富士市交流事業で、子供たちと静岡県富士市に行ってきま
した。子どもたちはみんなあっという間に仲良くなって、毎
日楽しそうな様子でした。今回の事業は貴重な経験になった
のではと思います。この思い出と事故のことを忘れずにいて
ほしいですね。（KA）

シリーズ対談・編集担当「N」の小部屋
〈第５回〉 雫石中学校　柔道部　須藤　駿さん　谷地　望さん　

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！

　今回は、１年時の中総体からずっと県大会優勝を続けている雫石中学校
柔道部２年須藤駿さんと、１年時の新人戦から県大会優勝している同２年
の谷地望さんにお話を聞いてきました。

（Ｎ）いつ柔道を始めましたか？そのきっかけは？
（須藤さん：以下（須））幼稚園の年少の頃に始めました。両
親が言っていたので
すが、弱虫で弟にも
泣かされるぐらい弱
かったみたいで、柔
道は身体だけではな
くて、心も鍛えると
いうことで薦められ
ました。あとは、小さいころからずっと警察官になりたかっ
たのも大きいと思います。
（Ｎ）警察官という夢のきっかけは何ですか？
（須）人を守ったり、役に立ったり、という正義がかっこい
いと思っていたので。
（Ｎ）では、柔道をしていて良かったことや楽しいことは何
ですか？
（須） 柔道は大好きなので、柔道をすること自体が楽しいです。
（Ｎ）反対に、辛いことや大変なことはありますか？
（須）上に行けばいくほど、自分の弱点が分かってきて、強
くなればなるほど努力しなければ、勝ち進めないことです。
（Ｎ）今までで一番嬉しかったことは何ですか？
（須）小学２年の時に初めて優勝したんですが、当時はまだ
柔道の何が面白いのか全然分からなくて、やらされていると
思っていたのですが、勝つことを覚えて、それで楽しさを覚
えて、やめられなくなりました。
（Ｎ）では、今後の目標は何ですか？
（須）東北大会や全国大会で優勝したいです。
（Ｎ）今までいろいろな方に教えてもらったと思うのですが、
その教えてもらった中で印象に残っている言葉や心掛けてい
ることは何ですか？
（須）小学生の頃はよく「相手を敬え」と言われてきました。
今は自分でもきちんとできていると思います。
（Ｎ）町民の皆さんに伝えたいことはありますか？
（須）雫石町で育っているので、雫石町にはすごくお世話に
なっているので感謝しています。これからも応援よろしくお
願いします！

あとがき

（Ｎ）いつ柔道を
始めましたか？そ
のきっかけは何で
したか？
（谷地さん：以下（谷））３歳から始めました。お姉ちゃん２
人とお兄ちゃんがみんな柔道をやっていて、メダルを毎回
とってくるので、自分もそういうのを欲しいなと思って始め
ました。
（Ｎ）では、柔道をしていて良かったことや楽しいことは何
ですか？
（谷）良かったことは、あいさつや礼儀を教えてもらったこ
とと友達がいろんなところにできたことです。
（Ｎ）反対に、柔道をしていて辛いことや大変なことはあり
ますか？
（谷）練習でうまくいかなかったり、大会でいつもやってい
ることができなかったりすることです。大会だと、緊張して
いつもできることができなくなってしまいます。
（Ｎ）今までで一番嬉しかったことは何ですか？
（谷）大きい技を覚えて、大会などで、その技をかけて一本
を決められたことです。
（Ｎ）今後の目標は何ですか？
（谷）岩手国体の選手や全
日本の選手になりたいです。
（Ｎ）今までいろいろな方
に教えてもらったと思うの
ですが、その教えてもらっ
た中で印象に残っている言
葉や心掛けていることは何
ですか？
（谷）「運動神経が良くて、
軽く覚えてできる人よりも、努力して覚えた人のほうが絶対
強くなる」と毎回言われます。運動神経が良くないので、そ
の言葉に励まされてきました。
（Ｎ）町民の皆さんに伝えたいことはありますか？
（谷）８月19日に北海道で全国大会があるので、雫石町の皆
さん応援よろしくお願いします。

須藤さん（左）と谷地さん
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