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☆特集☆ 出場者は過去最高！ 第23回岩手山ろくファミリーマラソン
5 月13日（日）
、町陸上競技場を発着とする特設コースを会場に、第23回岩手山ろくファミリーマラソン
が盛大に開催されました。毎年恒例のこの大会ですが、今年からは町教育委員会が主催となり、昨年11月か
ら関係機関と一体となって準備を進めてきました。
開会式は午前 9 時から始まり、町内御明神の植野康さんファ
ミリー（康さんと風馬君は 3 km家族ペアの部に、紅葉さんと
流星君は 4 kmの部にそれぞれ参加）が元気いっぱいに選手宣
誓をしてくれました。

午前10時にハーフマラソンの部がスタートした後、
10kmの部、4 km・3 kmの部と、続々とランナーが
スタート。天気は、時折雨が降るあいにくの空模様と
なりましたが、1,000名を超えるランナーが「雨にも
負けず」見事完走を果たしました。完走後は、町婦人
会が提供した豚汁に舌鼓を打ち、体を温めていました。

当日は、雫石なんだりかんだり市場も同時開催され、
町の地場産品をはじめ、
フリーマーケット、
そして名物の
軽トラ市も出店し、活気があふれていました。
また、町のマスコットキャラクター「しずくちゃん」
との記念写真の撮影会には、多くのランナーが「完走
の記念に」と参加し、大好評となりました。
表彰式では、各種目の上位選手に賞状や記念品が贈
られたほか、最遠方賞の山田敦子さん（兵庫県川西市）
、
最高齢者賞の及川茂男さん（80歳・金ヶ崎町）には、
それぞれ特別賞として雫石牛が贈られました。

記録更新を求めて参加したランナーにも、健康のために楽しく参加したランナーにも、この日はとても有意義な1
日になったようでした。

第23回岩手山ろくファミリーマラソン入賞者（町内出場者）
【ハーフマラソン 男子高校以上】
2位 №18
目移 和行さん 記録1:12:25
【10km 男子30〜49歳】
6位 №1177 高橋 直也さん 記録0:36:44
【4km 男子50〜59歳】
1位 №2122 遠藤 富雄さん 記録0:14:47
【4km 女子中学以上】
6位 №2304 吉田 梨絵さん 記録0:16:56
【4km 男子中学生】
2位 №2416 村上 映人さん 記録0:14:29
5位 №2412 中島 駿汰さん 記録0:15:22

【4km
4位
6位
【4km
2位
6位
【3km
2位
3位
【3km
2位

男子小学校高学年】
№2523 村田 勇人さん
№2526 上野 洸平さん
女子小学校高学年】
№2623 村田 菜子さん
№2607 原
栞菜さん
男子小学校低学年】
№3037 柿木 郁人さん
№3010 林尻
剛さん
女子小学校低学年】
№3119 村上 優空さん

記録0:17:12
記録0:17:18
記録0:16:56
記録0:18:19
記録0:13:10
記録0:13:15
記録0:15:48

今月のトピックス…第5回雫石町民劇場 キャスト・スタッフを大募集！ 詳しくは折り込みチラシをご覧ください！
〜毎月第 3 日曜日は「いわて家庭の日」です〜明るい家庭づくりに励みましょう
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しずくいしの教育

特集〜町民みんなで「読書大好き雫石っ子」を育てよう!

読書は、豊かな感性と考える力を育むと言われます。つまり、本を読むという行為は、自分で脳を鍛え、自分を育て
ることにつながります。子どものときの読書が特に大切と言われる理由も、ここから来ています。
雫石の子どもたちは読書を楽しんでいるでしょうか。テレビやゲーム、パソコンや携帯に関わる時間ばかり増えては
いませんか？
町民みんなで、感性豊かな「読書大好き雫石っ子」を育てましょう！

子どもにだけ「本を読め！」というのでは、無理強
いです。そういえば、私たち大人自身が活字を読まな
くなっているかも…。これは危険信号！大人も一緒に
なって、活字を読む時間を共有することが大事です。
本は、年代によって感じるものが異なります。「絵
本は子どものもの」と思わず、一緒に読んで子どもの
感性を味わいましょう！１冊の本が、家庭の中での会
話をより豊かにしてくれます。

私たち大人が子ども時代に読んでワクワクした本、
夢中になった本を子どもに薦めましょう！これらの本
は、子どもへ引き継ぐ宝物です。
とっても楽しいことは、胸の中にしまっておけず、
誰かに話したくなります。そんな時、コメントを書い
て回覧したりできれば楽しいですね。「我が家の読書
ノート」を作って、家族みんなのいろんな本への思い
を書き入れてみませんか。

先月号で、いよいよ今年度からしずくいしの教育振興運動を進めていくということを紹介しました。今、各地域で教
育振興運動としての取り組みが始まっています。上長山小学校実践区では、PTAの皆さんが朝読書で学校へ行き、読み
聞かせを始めています。

教育委員会定例会リポート（4月）
― その１ 報告事項編 ―
・雫石町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則の一部を改正する専決処理について

― その 2
①「学級づくり研究会」について
委 学級担任にかなりの負担がいくのが実態だと思う
が、今年度、学級づくりの勉強会を始めたことはよい
取り組みと思う。詳細について伺いたい。
答
答 第 1 回の参加者は約20名で、内容は、新年度のスタ
ートにあたり「学級開き」ということで「子どもとの
出会いをどう作り出すか」について研修しました。研
究会は、毎月第 1 火曜日に、岩大非常勤講師の小野寺
武男先生を講師に取り組んでいきます。
②体育行事について
委 体育行事に出場できない行政区が種目によってある
ようだが、少子化等で今後増える傾向になると思う。
別な形での取り組みを始めなければならないと考える
が…。
答
答 御所地区のように、すでに他の行政区が一緒になっ
てチームを作り参加している例もあります。他の地区
でもそれに習う方向に進むと思いますが、地区によっ
ては難しいところもありますので、話し合いながら進
めていこうと思っています。
教育委員会議は、非公開事件以外は傍聴できます。
【問い合わせ】学校教育課（内線294）
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質疑応答編 ―
③食育について
委 食育に関する指導についての重点的な内容はどのよ
うなものか。しつけやマナーに関するものもあるのか。
答 食に関しての全部です。今までも給食指導で行って
きているわけですが、今年度、食育指導資料作成委員
会を新しく立ち上げるということで、これから検討し
てまいります。
④「読書」について
委 読書指導の研修会を行うようだが、読書力や文章力
が弱っているということか。
答 新聞報道等によると、読書量が若干増えつつあるよ
うですが、本町に限っては未だ依然として少ないとい
うことで重点的に指導していこうと担当者の研修会の
強化を考えています。
委 「読書」を教育振興運動のテーマに掲げたことは非
常によいと思うし適切なテーマだと考えるが、実践す
るにあたって各学校の蔵書数の状況はどうなっている
のか。児童数にあわせて適切な状況か。
答 毎年予算を計上し学校図書の整備に努めております
が、今回の「教育振興運動」の取り組みスタートと合
わせて、図書整備に力を入れていかなければならない
と考えています。

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！
県営屋内温水プール：http://www15.ocn.ne.jp/˜hotswim/
中央公民館・野菊ホール…………………………692-4181 町営体育館・町総合運動公園……………………692-5030
雫石公民館……692-3458
御所公民館……692-2214 県営屋内温水プール（水曜休館）………………693-3751
御明神公民館…692-3228
西山公民館……693-3321 ゲートボール場…695-2031 ケッパレランド…695-2211

ダムに消えゆく故郷の村と人を写真に残そうと
する父と子。違ったままの二人の思いが人との出
会いで徐々に変わっていく…日本の雄大な自然を
舞台に、家族の絆を改めて感じさせる作品です！
（出演）藤竜也・大杉蓮・原田知世 他

プールを利用して、水遊び
の楽しさや、親子にとって必
要なスキンシップを学ぶ育児
講座です。
県営屋内温水プールと町地
域子育て支援センターの共催
企画にぜひご参加ください！
【日 時】7月4日（水）
午前10時〜午前11時30分
【場 所】岩手県営屋内温水プール
【対 象】1 歳半〜就学前の子どもとその家族
※子ども 1 人につき必ず保護者 1 名でお願いします。
【定 員】先着15組
【申込期限】6 月29日（金）
＊期限前でも、定員になり次第締め切ります。
【申し込み・問い合わせ】
雫石町地域子育て支援センター TEL 692-0722

【期 日】6 月 22日（金）
【時 間】19：00上映（開場18：30）
【入場料】前売1,000円・当日1,200円
＊小中高生へのチケット販売は当日のみ行います。
料金は500円です。
※雫石町公民館 5 館にて絶賛販売中！
【その他】無料託児室を用意いたしますので、
ご希望
の方は事前に中央公民館へお申し込みください。
【問い合わせ】中央公民館

これからの時期に食べたくなる「水ようかん」を
つくってみましょう！
【日 時】① 6 月24日（日）
② 6 月25日（月）
①②いずれも午前 9 時30分〜正午ごろ
【場 所】御所地区健康増進センター
【講 師】長瀬裕子さん
【参加費】500円(材料費別途)
【定 員】①②それぞれ先着45人
【申し込み】御所公民館へ 6 月21日（木）までにお
申込みください。

教育・文化

なんでも掲示板

毎週 1 回、中央公民館で合唱を楽しんでいる
「しずくいし混声合唱団」。今年も、岩手地区音楽
祭や町民音楽祭に参加するなど、活発な活動をは
じめています。
合唱団では、雫石町の歌声の輪を広げるために
も新しい団員を募集していますが、その一環とし
て日頃の練習風景を公開します！
歌の好きな方、思い切り声を出したい方はもち
ろん、関心をお持ちの方、ぜひいらして下さい。
【日 時】6 月28日（木）午後 7 時から
【場 所】中央公民館 リハーサル室
【問い合わせ】事務局佐々木宅へ（TEL 692-4825）

毎日の食生活を楽しく健康的に！
7 月のテーマは、「主食・主菜・副菜をバランス
よく！」です。
【日 時】7 月11日（水）午前10時〜午後 1 時
【場 所】中央公民館
【内 容】毎日の食生活に役立つ献立についての学
習・調理実習と試食
【講 師】雫石町食生活改善推進員連絡協議会会員
【受講料】500円
【定 員】20人
【申し込み】中央公民館へ 6 月25日（月）から 7
月 2 日（月）までにお申込みください。
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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://www.lib-shizukuishi.jp 【問い合わせ】692-5959

新着図書をご紹介！（ 4 /21〜 5 /20受け入れ分）
【小説】… 21冊
・エンデの島 ……………高任 和夫
・小袖日記 ………………柴田よしき
・果断〜隠蔽捜査２〜 …今野
敏
・６時間後に君は死ぬ …高野 和明
・建てて、いい？ ………中島たい子
・Ｇボーイズ 冬戦争 …石田 衣良
・悪人 ……………………吉田 修一
・ジェネラル・ルージュの凱旋
……………………海堂
尊
・明日なき身 ……………岡田
睦
・誰よりも美しい妻 ……井上 荒野
・孤高のメス−外科医 当麻鉄彦−
１〜６ ……………大鐘 稔彦
・男たちの好日 …………城山 三郎

【一般書】… 17冊
・お棺は意外に狭かった！ …大田 仁史
・増補 月の魔力 ……Ａ.Ｌ.リーバー
・詩文集 神に近き子ら 布田 達郎
・庭の意味論 …Ｍ.フランシス ほか
・すてきなお菓子とおいしいレシピ
……………………加藤 千恵
・キレイの体辞典 …チェリーハウス
・禅 ………………吉岡 棟一 ほか
・消費者はなぜだまされるのか
……………………村 千鶴子
・負け犬以下のささやかな楽しみ
……………………柿川 鮎子
・雫石町農林業統計年報 ……雫石町
・平成18年度第16回雫石町国際交流
海外派遣事業報告書 …雫石中学校

☆図書紹介 学研まんがでよくわかるシリーズ☆
図書館には全部で24冊あります。自由研究の
参考になるシリーズです。
・「サイダーのひみつ」
・「ハンバーガーのひみつ」
・「夢をかなえるひみつ」
・「裁判のひみつ」
・「トイレのひみつ」など

〜子どもにも読書の楽しさを！
6 月のおはなし会情報〜
たんぽぽおはなし会 〜 6 月21日（木）10時30分から
【ば し ょ】中央公民館 2 階 視聴覚室
【プログラム】
・えほん･かみしばいのよみきかせ
・パネルシアター
・ありがとうカードをつくろう（こうさく） など
たんぽぽおはなし会の皆さんが、みんなを待って
まーす！（未就園児対象）
しずくいしおはなし会 〜 6 月23日（土）10時から
【ば し ょ】中央公民館 1 階 特別会議室
【プログラム】
・くだもの なんだ…（きうち かつ さく・え）
・ほしとたんぽぽ〜金子みすゞのえほん〜
・だじゃれはだれじゃ…（まど みちお） など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！
（小学生対象）
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【ヤング・児童書】… 22冊
・海駆ける騎士の伝説
…ダイアナ･ウィン･ジョーンズ
・小さな小さな魔女ピッキ+
……………トーン・テヘレン
・まって まって …ふくち のぶお
・きのこのひみつ ………橘
悠紀
・日本茶のひみつ ………佐藤
守
・森と木のひみつ ………佐藤
守
・住まいのひみつ ………篠木 絹江
・乳酸菌のひみつ ………望月 泰子
・こおりのしまのペンタ …鎌田 暢子
・みんなくるくるさかのみち
……………………東郷 聖美
・あかいじどうしゃ よんまるさん
……………………堀川
真
・うめのみとり …………市川 宣子
・くさいむし かめむし…吉谷 昭憲
・がたごと ばんたん …パット・ハッチンス
・くだもの なんだ……きうち かつ
・アンパンマンとホラ・ホラコ
………………やなせ たかし
・知るって、なに？
……オスカー・ブルニフィエ
・ジーンズ・フォーエバー
……アン・ブラッシェアーズ

町の歴史文化を知ろう！〜歴史民俗資料館
【問い合わせ】692-3942

7 月は、くるみの樹皮を使ってカゴを作ります。
【日 時】7 月21日（土）午前10時〜午後 3 時
【講 師】佐々木光恵さん
【定 員】先着15人
【受講料】1,000円
【持ち物】ものさし・剪定バサミ・千枚通し（目打
ち）
・ガター・おにぎり
【申し込み】雫石町歴史民俗資料館
＊当日の見学は自由です。どうぞいらして下さい！

町内
町外
その他
計
児童生徒
一般
9
21
70
42
142
町民のみなさん、ぜひ年に1度は資料館に！！

今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№26

〜西山保育所編〜

明るく元気な子どもたち
雄大な岩手山を見ながら、お母さんやお父さんと
手をつないで「おはようございます」と、元気な声
で登所してくる子どもたちです。
4 月、新入児を迎え52名でスタート。小走りで仕
事に急ぐ家族の背中を見て、不安で泣いている子に
「どうしたの？」「ママに行きたいの？」と優しく話
しかける年長児。そんな子どもたちも、保育士にも
友達にも慣れて笑顔が多くなり、友達と走り回る姿
が見られるようになりました。
保育所の南側に小さな畑、にこにこ農園がありま
す。今年もジャガイモとサツマイモを植える予定で
す。生長していくようすを観察しながら、草取りや
水やりをして、収穫を楽しみに世話をします。収穫
時には、「わー、でっけないも出てきた。」と、友達
と大きさを比べる子どももいます。

年長児がやさしく手を引きます

次回は

七ツ森小学校

西山保育所 所長

林

麗 子

にこにこ農園でのジャガイモづくり

収穫したジャガイモでカレー作りをしたり、サツ
マイモは焼き芋にして味わっています。
夕涼み会では、雫石の伝承芸能であるさんさ太鼓
を年長児が披露し、保護者のみなさまをはじめ、地
域の方々にも喜ばれています。年長児は、他にも運
動会、発表会でリーダーとなり会を盛り上げて、逞
しい姿を見せてくれます。
ふれあいサロンや老人クラブとの交流もあり、ゲ
ームをしたり遊んだり、活動を見てもらったりして
います。
さまざまな体験や行事を経験しながら、いたわり
の心、感謝の心を養いつつ、明るく元気に成長して
いる西山保育所の子どもたちです。

からの情報をお送りする予定です。

昨年、雫石中学校の有志15人で結成された雫石町
ジュニアリーダーズクラブ「SKY」。メンバーのう
ち10人が高校に進学し、今年からは中高生の組織に
広がりました。
ジュニアリーダー（JL）とは、一般的に、地域の
子ども会活動の支援をする中高生のことを言います
が、活動はそれだけではなく、地域のボランティア
活動なども含めて幅広く、また大人と子どもをつな
ぐ大切な存在でもあります。
「SKY」では、昨年 7 月の結成以来、富士市・雫石
町少年交流事業やボランティアまつり、スノーバス
ターズなど多くの機会で活躍しています。
また、月に
1 回「定例会」
を開き、レク
ダンスやゲー
ムを学習し、
活動の幅を広
げています。
メンバーが自ら運営する定例会

会長の中村茉莉佳さん（盛岡工業高校 1 年）に聞
いてみました。
Ｑ：設立から今年３月まで、さまざまな活動を展
開してきました。まずは、感想をお願いします。
Ａ：あっという間でした(^^)
けれど、活動をしていくたびに、自分たちがリー
ダーなんだという実感が湧いてきます(>v<)！
Ｑ：今年は飛躍の年になりそうですが、ここで今
年の意気込みを聞かせてください。
Ａ：生活環境が変わって、両立が難しくなってしま
いますが、
頑張って活動していきたいと思いま
す（´∀｀）
まさに地域のお兄さん、お姉さんとして活躍して
いる「SKY」のメンバーです。今後町民の皆さんと
関わる機会がますます多くなりそうです。皆さんの
あたたかい応援をよろしくお願いします !
【活動・入会に関する問い合わせ】
社会教育課（内線284）
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【学校公開】
学校公開や授業参観日は、子どもたちが学校で学ぶ姿を見ることがで
学 校 名
開催日
きる日です。PTAに限らず、誰でも参観することができます。地域の皆
大
村
小 9/13
さん、お気軽においで下さい。
西
根
小 9/20
【授業参観】＊日程は変更することがあります。
開 催 日
開 催 日
学 校 名
学 校 名
)
*
+
)
*
+
雫
石
小
6/30
9/1
11/10 御 明 神 小
6/30
9/12
2/22
七 ツ 森 小
6/27
11/10
2/22
橋
場
小
6/30
9/28
2/21
上 長 山 小
7/7
8/28
2/22
大
村
小
9/18
11/4
2/7
下 長 山 小
7/7
9/14
2/15
南
畑
小
9/8
11/7
2/1
西
根
小
11/1
1/26
安
庭
小
9/21
2/22
雫
石
中
7/1
【問い合わせ】各小中学校

または学校教育課（内線293）

子どもたちをはじめ、すべての
人が健康でいきいきと暮らせるよ
うにするためには、何よりも「食」
が大切です。みんなで「食育」に
取り組みましょう。

好き嫌い しない子 強い子 元気な子

少なくとも、週１日は家族そろ
って楽しく食卓を囲んでみてはい
かがですか。
未来ある子どものために家庭で
の楽しい食卓づくりを心がけまし
ょう！

いただきます ごちそうさまは愛言葉

語り合おう その日のでき事食卓で

―平成19年度食育標語より―

> 6 月〜 7 月の主な行事予定 >

中央公民館１階ロビー ふれあい広場展示のご案内

6月
16 ¼〜17 ¶ 岩手地区中学校体育大会
21 º 小学校陸上記録会
23 ¼〜30 ¼ 雫石中学校国際交流事業・
米国ランドルフジュニアハイスクール訪問団来町
28 º 教育委員会議
29 » 小学校低学年芸術鑑賞教室

7月
20 »
25 ¹
26 º
27 »

雫石高校終業式
町内小学校終業式（雫石小以外）
雫石小学校終業式
雫石中学校終業式
教育委員会議
28 ¼〜31 ¸ 富士市・雫石町少年交流事業

彩画会会員10名の油絵25作品が展示され
ます。お楽しみに！
【開催期間】7 月 20日（金）〜29日（日）
ふれあい広場は、サークルや趣味活動の発表
の場として無料で貸し出しています。出展ご希
望の方は中央公民館へお問い合わせください。

【問い合わせ】社会教育課内
広報「教育しずくいし」編集局（内線284）

>あとがき >
梅雨の時期になると、ジメジメして毎日が憂うつになりますが、
お昼休みに車の中でする日向ぼっこは、気持ちがよくて、とても幸
せな気持ちになります☆（暑すぎる時は、バテちゃうので逆効果で
すが…ι）窓から風が入ってくると、本当に心地よくて幸せだなぁ
☆と実感できる、ひとときです♪♪（ＨａＲ）

5 月26日、「街道探訪会」なるイベントの講師として、旧国道
46号ヒヤ潟から仙岩峠（的方）へ、昔の街道をてくてくと。驚い
たのは、参加者が県内外から来ていて、しかも結構若い人が多かっ
たこと。最近の「街道ブーム」の中で、雫石も注目されているんだ
なあと感じた 1 日でした。
（Yasu）

広報「教育しずくいし」 7 月号は 7 月12日
（木）発行です。
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