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雫石町教育委員会HPアドレス
http://www.town.shizukuishi.iwate.jpから教育をクリック！

☆特集☆　夏本番へ　陸上に！部活に！　小中学生大健闘！

走って、跳んで、投げて…大奮闘！！　応援団も大活躍！
スタンドも超満員！？
雨模様の中開始された今年の大会でしたが、各校の選

手・応援団とも元気いっぱいに、練習の成果を存分に発揮
し、雨雲も吹き飛ばしました！
今年は走り高跳びで大会新記録が誕生！各種目の優勝者

は以下のとおりです。

種　目 5年女子 6年女子 5年男子 6年男子
100Ｍ 奥平　真生（七ツ森） 原　　栞菜（橋　場） 下澤田貴也（雫　石） 黒沢怜一朗（御明神）
200Ｍ 平渡　　咲（雫　石） 原　　栞菜（橋　場） 下澤田貴也（雫　石） 黒沢怜一朗（御明神）
800Ｍ 藤村あすか（御明神） 村田　菜子（大　村） ― ―
1000M ― ― 黒澤　向陽（雫　石） 上野　洸平（大　村）
80ＭH 上和野絵里香（御明神） 用　　碧海（雫　石） 小野寺建太（雫　石） 舛沢　将汰（南　畑）
ボール投げ 藤村あすか（御明神） 細川　美緒（安　庭） 長澤　優樹（雫　石） 伊藤　瑠璃（雫　石）
走り高跳び 上岡　えり（雫　石） 横欠　亜美（御明神） 櫻田　龍也（西　根） 細川　翔平（安　庭）
走り幅跳び 上和野麻里奈（御明神） 坂本　由紀（橋　場） 川崎　謙吾（安　庭） 藤本　裕磨（大　村）

【大会新記録】
＜走り高跳び・5 年女子＞　上岡　えりさん（雫　石） １ｍ21cm

【各種目優勝者】（敬称略）

雫石中学校大活躍！サッカー部が初優勝の快挙達成！
6 種目で見事優勝を勝ち取りました。

【優勝種目】
☆バレーボール（男女）
☆サッカー
☆卓球（女子団体・女子個人）
☆ソフトテニス（女子団体・男子個人）
☆バドミントン（男女団体・男女個人）
☆柔道（男女個人）

間もなく（ 7 月14日～16日）県大会が開催されます。みなさんの応援よろしくお願いします！

トピックス　今月もやります！ 8ページ増大号！＋折り込みチラシ 1枚（しずくいし体指だより）
Ｐ４・Ｐ５には小学校陸上記録会・400mリレーを含む全種目 1位から 3位までの入賞者と記録を掲載！
Ｐ５には岩手地区中総体の結果を掲載しています。

見事初優勝を飾ったサッカー部（表彰式）



・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

①ファミリーマラソンについて
委　県外者の参加も多く、町のＰＲにも一役買っている

と思われるが、出場者の最近の傾向はどのような状況

にあるか。

答　出場者は増えてきています（編集局注：今年の出場

者数は1,058人でした）。シーズン最初のレースでもあ

り関心が高いそうです。

②安庭小校舎改築工事について
委　工事期間中の、児童の安全対策に万全を期していた

だきたいと思う。

答　校舎改築工事は 5月14日に着工し、12月13日完成の

予定です。安全対策については、第 1回の工務会議を

開催し、大枠の日程調整とともに基本的な打ち合わせ

を行っています。

―その１　決定事項編―

―その 2 質疑応答編―
③子ども会育成会連合会について
委　今年から教育振興運動を再構築しようという方針の

中で進めてきているわけだが、育成会の構成について

伺いたい。

答　各子ども会の会長さん方がメンバーです。役員は規

約により 2年の任期ですが、毎年変わるようで、2年

目になると参加が少なくなります。子ども会活動も弱

体化してきていますので、会員研修を企画するなど、

子どもの健全育成のためにも頑張らなければと考えて

います。

④食育プランについて
委　食育基本法により食育プランを作らなければならな

いことになっているが、どのような状況にあるか。

答　食育は学校だけではありません。学校教育に関わる

部分、農林サイドの部分、健康推進・・・と、全体に

影響するということで検討中です。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）

委

教育委員会定例会リポート（5月）

午後 3 時ごろ、低学年の子ども達が集まり始めます。
学童の先生が見守る中、まずは勉強、それぞれ宿題な
どを始めます。自学自習が基本ですが、子どもたちが教
えあってくれることを願って、見守ります。
お勉強の後はおやつタイム！これが 1 番の楽しみの

ようです。その後、遊び時間になります。
「気を付けてね！」の声を背中に、外に飛び出す子ど
も達です。
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しずくいしの教育 特集～子どもの居場所づくり　雫石っ子の放課後は？特集～子どもの居場所づくり　雫石っ子の放課後は？
学校から帰宅しても誰もいないため、家の鍵を持ち、家で家族を待つ、いわゆる『鍵っ子』
は、核家族化の進行や共働き家庭の増加によって急激に増え、子どもの健全育成上、大きな社
会問題になったこともありました。
それからかなりの年月が経過しましたが、核家族化や共働き家庭の増加が続く中、学校から
帰宅しても子どもだけという家庭は、さらに増えているというのが実情です。そんな中、健全
育成だけにとどまらず、子どもの安全確保という面からも、放課後や休日の子どもの居場所を
整備する「子どもの居場所づくり」が、全国的に広がってきています。
現在、町には各小学校に放課後学童クラブが整えられつつあり、また、町の小学生・中学生・高校生を対象とした児
童館があります。 これらの施設が、実際どんなことをして過ごしているか、探訪してみました。

答

委

答

委

答

委

答

雫石児童館は、今年からＮＰＯの「わらしゃど　雫石」
が、町から管理を委託され運営しています。

全町の小学生・中学生・高校生の居場所として、自主
的な活動ができるようプログラムをつくって、活動して
います。平日は、午後 3時過ぎから集まってくる子ども
達が、「折り紙教室」や「一輪車教室」などで腕を磨き、日曜
日には「囲碁教室」などで楽しんだり、「ビオトープづくり」
などのイベントに参加して体験活動をしています。

～放課後学童クラブ～ ～雫石児童館～

最初はおっかなびっくり　一輪車教室

みんなでやれば勉強もはかどる…かな？
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毎日の食生活を楽しく健康的に！
8月は、「子供たちのための食事」として、「あん

かけ焼きそば・かに玉スープ」を作ります!!
【日　時】8 月 8 日（水） 午前10時～午後 1 時
【場　所】中央公民館
【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
7 月20日（金）から30日
（月）までにお申し込みく
ださい。

次の世代に伝えておきたいおはなし、ことば、遊
びや唄、風習が雫石にはたくさんあります。みんな
で昔ばなしなどを語り伝えましょう！！
【日時・場所・内容】
＊開講式と畑中美耶子さんの講話
7 /17（火） 中央公民館 13:30～15:30

＊講座（ 4回）
9 /11（火） 10/16（火） 12/11（火）
1 /15（火） 中央公民館 13:30～15:30

＊現地研修（ 2回）
11/16(金) 2/2(土) 遠野市内 8:00～17：00

＊成果発表
2 /23（土） 場所・時間未定

【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】20人
【参加費】無料（材料費等が必要な
場合は別途）

【その他】中央公民館開催時に限り、事前予約で託
児（無料）を受付いたします。

【申し込み】中央公民館へ 7 月 2 日（月）から13日
（金）までにお申し込みください。

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
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（水曜休館）………………693-3751
ゲートボール場…695-2031 ケッパレランド…695-2211

今度作るのは「フラワーバスケット」です♪
【日　時】7 月26日（木） 午前10時～12時
【場　所】御所地区健康増進センター　小会議室
【講　師】長瀬　裕子さん
【定　員】先着15人
【受講料】500円（材料費込み）

【申し込み】御所公民館へ
7 月23日（月）までにお申
し込みください。

（受付時間：午前 8 時30分
～午後 5 時まで）

※材料等の準備の都合上、
期限厳守でお願いします。

おいしいおやつをつくってみませんか？
今回は季節の食材「枝豆」を使った「ずんだだ

んご」を作ります。
【日　時】� 8 月 5 日（日）

� 8 月 6 日（月）
��いずれも午前 9 時30分～12時

【場　所】御所地区健康増進センター
【講　師】長瀬　裕子さん
【定　員】先着20人
【受講料】500円
【持ち物】エプロン・三角巾
【申し込み】8 月 2 日（木）
までに御所公民館へお申
し込みください。

（受付時間：午前 8 時30分
～午後 5 時まで）

今年の夏は羊毛で人形作りにチャレンジしよう!!
【日時・会場】

【講　師】高久しげりさん・高橋淑子さん
【定　員】町内の小学生　先着各20人
【持ち物】ハサミ、定規
【材料費】500円
【申し込み】中央公民館へ 7 月17日（火）から31日
（火）までにお申し込みください。

�

�

�

�

8 月 6 日（月）10:00～12:00

8 月 6 日（月）13:30～15:30

8 月 9 日（木）10:00～12:00

8 月 9 日（木）13:30～15:30

日 　 時 会 　 場

雫石公民館

御明神公民館

七ツ森小学校

今年度も下記のとおり開催決定！
【開催日】9 月 9 日（日）
【行き先】平泉町　　　　【定　員】40人
※参加費や申し込み方法等、詳しくは 8 月号に掲
載します。ご期待ください！
【問い合わせ】社会教育課（内線288）
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【 5 年女子】

【 5 年男子】

【 6 年女子】

＜100Ｍ＞
①　奥平　真生（七ツ森） 16”2
②　曽根田真奈（御明神） 16”8
③　上岡　えり（雫　石） 16”9

＜200Ｍ＞
①　平渡　　咲（雫　石） 34”2
②　曽根田真奈（御明神） 35”2
③　古川　綾音（安　庭） 35”9

＜800Ｍ＞
①　藤村あすか（御明神） 2’53”3
②　下川原悠華（御明神） 2’53”6
③　白椛　若菜（安　庭） 3’06”2

＜80Ｍハードル＞
①　上和野絵里香（御明神）16”0
②　瀬川はるか（七ツ森） 16”5
③　高畑　寧々（雫　石） 17”0

＜ボール投げ＞
①　藤村あすか（御明神） 37ｍ33cm
②　上森合菜帆（上長山） 32ｍ35cm
③　白椛　若菜（安　庭） 32ｍ23cm

＜走り高跳び＞
①　上岡　えり（雫　石） 1ｍ21cm（大会新）
②　高畑　寧々（雫　石） 1ｍ09cm
③　上和野絵里香（御明神）1ｍ06cm

＜走り幅跳び＞　
①　上和野麻里奈（御明神）3ｍ36cm
②　奥平　真生（七ツ森） 3ｍ32cm
③　米澤　若菜（南　畑） 3ｍ14cm

＜100Ｍ＞
①　下澤田貴也（雫　石） 15”2
②　黒澤　向陽（雫　石） 15”7
③　櫻糀　大輝（雫　石） 16”2

＜200Ｍ＞
①　下澤田貴也（雫　石） 32”4
②　櫻糀　大輝（雫　石） 32”8
③　田中　　匠（上長山） 33”0

＜1000Ｍ＞
①　黒澤　向陽（雫　石） 3’32”5
②　高橋　怜央（雫　石） 3’34”4
③　田中　柊里（上長山） 3’40”1

＜80Ｍハードル＞
①　小野寺建太（雫　石） 15”4
②　遠藤　翔平（雫　石） 16”8
③　下田中　岬（雫　石） 17”2

＜ボール投げ＞
①　長澤　優樹（雫　石） 49ｍ54cm
②　川崎　謙吾（安　庭） 45ｍ93cm
③　田中　柊里（上長山） 40ｍ52cm

＜走り高跳び＞
①　櫻田　龍也（西　根） 1ｍ15cm
②　萩台　渓介（雫　石） 1ｍ05cm
③　田屋舘　優（安　庭） 1ｍ05cm

＜走り幅跳び＞　
①　川崎　謙吾（安　庭） 3ｍ56cm
②　黒丸　大樹（七ツ森） 3ｍ28cm
③　猿子　翔太（上長山） 3ｍ10cm

＜100Ｍ＞
①　原　　栞菜（橋　場） 15”0
②　堀田　桃花（雫　石） 15”3
③　甲地香央里（雫　石） 15”5

＜200Ｍ＞
①　原　　栞菜（橋　場） 31”1
②　村田　菜子（大　村） 33”1
③　堀田　桃花（雫　石） 33”2

＜800Ｍ＞
①　村田　菜子（大　村） 2’43”5
②　横欠　亜美（御明神） 2’43”9
③　三輪　友美（雫　石） 2’52”3

＜80Ｍハードル＞
①　用　　碧海（雫　石） 15”5
②　南野穂乃香（御明神） 15”9
③　佐賀　友美（七ツ森） 16”0

＜ボール投げ＞
①　細川　美緒（安　庭） 40ｍ33cm
②　高畑麻理奈（上長山） 37ｍ11cm
③　太田　卯蘭（安　庭） 34ｍ54cm

＜走り高跳び＞
①　横欠　亜美（御明神） 1ｍ21cm
②　高畑麻理奈（上長山） 1ｍ18cm
③　竹田　万由（七ツ森） 1ｍ15cm

＜走り幅跳び＞
①　坂本　由紀（橋　場） 3ｍ68cm
②　佐賀　友美（七ツ森） 3ｍ59cm
③　遠藤　紗嬉（雫　石） 3ｍ53cm
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【 6 年男子】

【女子400Ｍリレー】 【男子400Ｍリレー】
①　雫　石　　1’01”1
②　七ツ森　　1’01”1
③　下長山　　1’01”9

☆バレーボール男子（対滝南中　2－0）
☆バレーボール女子（対松尾中　2－0）
☆サッカー（対葛巻中　5－0）
☆卓球女子団体（対柳沢中　3－1）
☆卓球女子個人（細川知加）
☆ソフトテニス男子個人（横森・福田組）
☆ソフトテニス女子団体（対松尾中　2－1）
☆バドミントン男子団体（対滝南中　2－0）
☆バドミントン男子シングルス（五十嵐太貴）

☆バドミントン男子ダブルス（中島・千葉組）
☆バドミントン女子団体（対滝南中　2－0）
☆バドミントン女子シングルス（大坪瑞希）
☆バドミントン女子ダブルス（八丁野・竹田組）
☆柔道男子個人81kg級（南野翼）
☆柔道男子個人90kg級（小志戸前浩貴）
☆柔道女子個人70kg級（杉澤舞）
☆柔道女子個人70kg超級（谷地貴子）

①　安　庭　　57”8
②　御明神　　59”3
③　雫　石　　59”4

☆優　勝☆

☆野球（対滝沢中　1－4）
☆バスケットボール女子（対江刈中　42－47）
☆卓球男子団体（対沼宮内中　0－4）
☆卓球女子個人（木村恵里花）
☆ソフトテニス男子団体（対安代中　1－2）
☆ソフトテニス女子個人（岡森・澤村組）

☆バドミントン男子シングルス（安本健一）
☆バドミントン男子ダブルス（平・村上組）
☆バドミントン女子シングルス（山崎静香）
☆バドミントン女子ダブルス（佐山・山本組）
☆柔道男子個人90kg超級（岩持竜司）

☆準優勝☆

☆バスケットボール男子（対西根一中　40－80）
☆卓球男子個人（舛澤英悟）
☆卓球女子個人（阿部桃花・佐々木薫）
☆バドミントン男子シングルス

（梅内孝太・岡森啓吾）
☆バドミントン男子ダブルス（龍沢・木村組）
☆ソフトボール（対松尾中　3－4）

☆柔道男子個人90kg級（石亀優大・谷地俊樹）
☆柔道男子個人90kg超級（佐藤将貴）
☆柔道女子個人70kg超級（田齋早百合）

☆3 位☆

＜100Ｍ＞
①　黒沢怜一朗（御明神） 14”2
②　佐藤　賢優（西　根） 14”3
③　佐藤　和樹（雫　石） 14”7

＜200Ｍ＞
①　黒沢怜一朗（御明神） 29”8
②　藤本　裕磨（大　村） 30”0
③　佐藤　和樹（雫　石） 31”3

＜1000Ｍ＞
①　上野　洸平（大　村） 3’24”4
②　松ノ木堅太（御明神） 3’28”8
③　八重樫啓生（雫　石） 3’29”5

＜80Ｍハードル＞
①　舛沢　将汰（南　畑） 13”7
②　細川　翔平（安　庭） 13”8
③　平渡　将也（御明神） 14”6

＜ボール投げ＞
①　伊藤　瑠璃（雫　石） 49ｍ99cm
②　舛沢　将汰（南　畑） 48ｍ77cm
③　白椛　和馬（安　庭） 48ｍ46cm

＜走り高跳び＞
①　細川　翔平（安　庭） 1ｍ30cm
②　白椛　和馬（安　庭） 1ｍ21cm
③　北原　貫路（七ツ森） 1ｍ10cm

＜走り幅跳び＞
①　藤本　裕磨（大　村） 4ｍ21cm
②　佐藤　賢優（西　根） 4ｍ04cm
③　上田　翔悟（安　庭） 3ｍ98cm
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【小説】… 38冊
・シー・ラブズ・ユー～東京バンドワゴン～

……………………小路　幸也
・千里眼の教室…………松岡　圭祐
・オール…………………山田　悠介
・正義のミカタ～I’m a loser～

……………………本多　孝好
・きみはポラリス……三浦　しをん
・楊令伝　～玄旗の章…北方　謙三
・日本一不運な男………新堂　冬樹
・ドリームバスター・４

…………………宮部　みゆき
・恋する組長……………笹本　稜平
・心霊探偵八雲SECRETFILES 絆

………………………神永　学
・大きな熊が来る前に、おやすみ。

……………………島本　理生
・がらくた………………江國　香織
・長野殺人事件…………内田　康夫
・メタボラ………………桐野　夏生
・踊る天使………………永瀬　隼介
・千年樹……………………荻原　浩

【一般書】… 39冊
・Ｐ.スミザーのナチュラルガーデン

…………………Ｐ．スミザー
・さくら横丁………さくら　ももこ
・光とともに…１１…戸部　けいこ
・常識以前のおばあちゃんの知恵

……………寺門　友子・監修
・野暮な人イキな人 …越川　禮子
・食物のある風景………池波　志乃
・がばいばあちゃんの勇気がわく50の言葉

……………………島田　洋七
・北の文学　第五十四号

……………………岩手日報社
・お札 DE おりがみ「ターバン野口」
のつくりかた……いそにしまさお

・殺人犯を裁けますか？…田中　克人
・林住期…………………五木　寛之
・和を継ぐものたち……小松　成美
・隠居の日向ぼっこ…杉浦　日向子

【ヤング・児童書】…35冊
・10ぴきのかえるのプールびらき

…………………間所　ひさこ
・魔女の宅急便その５…角野　栄子
・庭の小さな仲間たちの季節の野菜
レシピ………アラン・パッサール

・スウィートスウィートバスルーム
…………………碧色　ボタン

・クリアネス……………………十和
・ちびまる子ちゃんの短歌教室

…………………小島　ゆかり
・両さんの生物大達人…前田　香織
・おさんぽトコちゃんトコトコトコ

……………………宮西　達也
・あまがえる先生ミドリ池きゅうしゅ
つ大さくせん …………松岡　達英

新着図書をご紹介！（ 5 /21～ 6 /20受け入れ分）

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

“たんぽぽおはなし会”～ 7 月19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】

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”～ 7 月28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】

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）

8 月は、羊毛で作ってみよう！
作るのは、携帯電話入れ？それともメガネケース？

【日　時】8 月18日（土） 午前10時～午後 3 時
【講　師】高橋淑子さん
【定　員】先着15人
【受講料】1,500円（材料代込み）
【持ち物】エプロン・タオル 2 枚（汚れてもいいも

の）と昼食

平成10年にスタートし、参加者からも好評を得
て続けてきました「資料館あそびの学校」ですが、
まもなく100回の大台を迎えます。
記念イベントも、ささやかながら計画中！どうぞ、

ご期待ください。

特に！町民の皆さん、ぜひ年に1度は資料館に！！

町の歴史文化を知ろう！～歴史民俗資料館
【問い合わせ】692-3942

・えほん･かみしばいのよみきかせ
・パネルシアター
・たなばたかざりをつくろう（こうさく） など

・くじらだ！…（五味太郎　作・絵）
・いちねんせい　…（谷川俊太郎・詩）
・あほろくの川だいこ…（岸武雄・文） など

～子どもにも読書の楽しさを！ 7月のおはなし会情報～

●図書館から耳より情報！＜予告＞ ●

児童生徒 一般
17 77 120 33 247

町内
町外 その他 計

またまた“本のこうかんひろば”やります！
詳しいことは 8 月号の広報「教育しずくいし」

でお知らせします。
どうぞお楽しみに！！
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この「ブックウォーク森っ子」は終了すると、担
任の先生と一緒に振り返りをした後、認定書がもら
えます。そして、また次のブックウォークが始まり
ます。ゆっくりだけど目標を決めて取り組むことで、
自ら進んで本を手に取り、興味を持って読書を続け
てくれるでしょう。
また、本校では、保護者の「読み聞かせボランティ

ア」の方々に協力していただき、毎週月曜の朝に
「読み聞かせ」を行っています。優しく温かい声の
「読み聞かせ」に子どもたちは集中し、落ち着いて
一週間のスタートきることができるので、「読み聞
かせボランティア」の活動は、とても大切な時間に
なっています。
本校の特色ある学校づくりのテーマは「七ツ森と

賢治の夢」です。これからは、図書館や学校全体で
宮澤賢治の作品を充実させ、子どもたちがもっと
「賢治の夢」に触れたり感じたりすることができる
よう、読書の取り組みを続けていこうと思います。

6月23日～30日の日程で、
雫石中学校と姉妹校である
アメリカ国バーモント州の
ランドルフ・ユニオン・ハ
イスクールの生徒たちが雫
石町を訪れました。
12名の生徒と2名の先生方

を迎え、ホームステイをし
ながら、雫石中学校を拠点
にして、文化体験や小学校
の訪問などによる交流を行
いました。

七ツ森小学校では、読書好きな子を増やそうと、
6月から全校で「ブックウォーク森っ子」に取り組
んでいます。
「ブックウォーク」とは、「本と一緒に生活し、

生活と一緒に本を読んでいこう。あわてず、ゆっく
り、だけど目標を決めたら歩いていこう。」をスロ
ーガンに、子どもに対する新しい読書活動の楽しみ
を促す運動のことです。
今回は、本校の国語科の研究と合わせて学級ごと

に進めています。一人ひとりが自分で読む期間や内
容、方法を決められるので、本を読もうとする意欲
が高まり、今までよりも図書室に来る児童が増えて
います。子どもたちにどんな内容にしたか聞いてみ
たところ、「国語の勉強で、鳥のくちばしを習うか
ら、動物が載っている本を読むことにしました。」
とか「班のみんなで、宮澤賢治の作品を読むことに
しました。」と、自分で読みたい本を決めたり、友
達と一緒に同じ作者の本を読んでみたりと、いろい
ろな計画を立てていました。

今、子どもたちは… シリーズ「輝」№27

七ツ森小学校の読書の取り組み

～七ツ森小学校編～

次回は　橋場小学校　からの情報をお送りします。

七ツ森小学校　教諭 大志田　美樹子

国語の授業　読むことはやっぱり学習の基本

みんないっしょに聞く週 1 回の「読み聞かせ」

大きく広がれ！２つの交流の輪　①

小学校での折り紙体験 地区の行事にも参加しました
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プールの季節になり、小学生の妹がいつもより楽しそうに学校に
行くのを見て、自分の小学生時代のことを思い出しました☆ずっと
ビート板なしでは泳げなかった私が、ある日ほんの少しだけ…泳ぐ
事ができたんです!!その時担任の先生に誉められたのが嬉しくて嬉
しくて…♪♪帽子の色も赤→黄色になれました☆（ＨａＲ）

「七つ森」と「狼森」が国の名勝「イーハトーブの風景地」に指
定されてもうすぐ 2 年半。この名勝を後世にちゃんと残していく
ための「保存管理計画」をつくるための準備で苦戦中です…、とこ
ろで、宮澤賢治の童話『狼森と笊森、盗森』って、読み返すと実に
深い。ありきたりだけど、お勧めの 1 冊（？）です。（Yasu）

�あとがき�

広報「教育しずくいし」 8月号は 8 月 9日（木）発行です。

� 7月～ 8月の主な行事予定�
7月
20 �　雫石高校終業式（雫石高校）
25 �　町内小学校終業式（雫石小以外の小学校）
26 �　雫石小学校終業式（雫石小）
27 �　雫石中学校終業式（雫石中）・教育委員会議
28 �～31 �　富士市・雫石町少年交流事業

8月
10 �　小学校水泳記録会
17 �　始業式（橋場小・雫石高）
20 �　始業式（七ツ森・上長山・下長山・西根・

安庭小）
21 �　始業式（御明神・大村・南畑小）
22 �　始業式（雫石小）
24 �　始業式（雫石中）
31 �　教育委員会議 【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）

＜トピックス１＞ 予告…　音楽の夏！今年も雫石に東京芸大がやってくる！

あの感動から 1 年…また、日本屈指の打楽器奏者・
藤本隆文氏と、東京芸術大学音楽部打楽器専攻生有志の
メンバーが雫石にやってきます！！
昨年の野菊ホールメインコンサートではしずくいし少
年少女合唱団との、また、まきば園夕涼みコンサートで
は雫石中学校吹奏楽部とのコラボレーションが実現し、
素敵な演奏を繰り広げていただきました。
今年はどんな演奏がみられるのか、今から楽しみで

す！！

【日　時】8 月24日（金）
午後 1 時30分～ 4 時30分

【場　所】中央公民館　野菊ホール

【日　時】8 月25日（土）
開演：午後 4 時30分　＊雨天決行

【場　所】小岩井農場まきば園
【内　容】雫石中学校吹奏楽部との共演
詳しい内容は 8 月号で紹介します。乞うご期待！

【日　時】8 月24日（金）
開演：午後 6 時30分（午後 6 時開場）

【場　所】中央公民館　野菊ホール
【内　容】しずくいし混声合唱団・雫石少年少女合唱団
と東京芸術大学学生有志とのコラボレーション

☆藤本隆文と東京芸大生有志との音楽ワークショップ☆

☆野菊ホールメインコンサート☆

☆まきば園夕涼みコンサート☆

大きく広がれ！２つの交流の輪 ②

昭和46年 7 月30日、雫石町上空で発生した全日空
機・自衛隊機衝突事故の33回忌を契機に、事故の教訓
を後世に伝えるため、平成16年から始まった両市町の
小学生の交流事業も 4 年目を迎えました。
今年は、雫石町の児童が富士市を訪れる番です。
7 月28日から31日までの 3 泊 4 日で、歓迎会や

富士山登山、その他さまざまな体験活動や期間中のホ
ームステイなどを通して、富士市の児童との交流を深
めながら、たくさんのことを学習してくる予定となっ
ています。
【問い合わせ】社会教育課（内線282）

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。

中央公民館１階ロビー　ふれあい広場展示のご案内


