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〒020-0595岩手県岩手郡雫石町千刈田5-1 TEL 019-692-2111

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☆　大きく広がれ！交流の輪 ～4年目の富士市・雫石町少年交流事業
昭和46年 7 月30日に雫石上空で発生した全日空機と自衛隊機との衝突事故は、162人もの犠牲者を出し、当時

国内最大の航空機事故といわれました。
富士市と雫石町を結びつけたのは、この悲惨な事故の犠牲者のうち、125人が富士市の市民だったことです。以

来、両市町は犠牲者の慰霊を通じて交流をしてきましたが、33回忌を期に、事故の教訓を忘れず後世に語り継ぐた
め、新たに少年の交流をスタートさせることになりました。
平成16年からはじまったこの少年交流事業も 4 年目を迎え、今年は雫石町の児童が富士市を訪問する番です。

39人の参加児童は、朝 6 時という早い時間に雫石を
出発。途中休憩をはさみながら、10時間以上という長
い道のりを経て富士市に到着しました。
夕方からはウエルカムパーティが催され、富士市の

ジュニアリーダーによるレクで楽しい時間をすごしま
した。

7 月28日（土）

今月は 8ページ増大号＋折り込み！
Ｐ3に、中総体全国・東北大会成績、P4には小学校水泳記録会の成績を掲載！
折り込みは「教育振興運動」特集です！どうぞご覧ください。

3 日目の予定は、お茶摘みとお茶の手もみ体験に紙
バンド作りです。地元の方の指導でお茶摘みをしてい
たところ、雷鳴が響いたため、予定より早めに終了。
間一髪で大雨の難を逃れました。その後、手もみ体験
と合わせてお茶の葉の天ぷらを試食。みんな「おいし
い！」とたくさん食べていました。

7 月30日（月）

この日の予定は、富士山 5 合目から宝永火口への散
策とニュースポーツ体験。ところが、出発の時はいい
天気だったのが、5 合目に着いたらあいにくの雨模様
…。残念ながら散策は中止となりましたが、その後に
行った奇石博物館が、意外なほど大人気でした。

7 月29日（日）

最終日、帰郷式でホームステイ先の家族や富士市の
子どもたちとの別れを惜しんだ後、午後 7 時、無事に
雫石に到着。子どもたちは、出発の時よりも少したく
ましくなったようにも見えました。

7 月31日（火）

参加した子どもたちは、上のような体験プログラムのほか、富士市の家庭に 2 日間ホームステイをし、多くの
人たちと交流してきました。この 4 日間の経験は、忘れられない貴重な思い出になったことでしょう。
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しずくいしの教育 特集～ 子ども会活動で子どもの自主性を育もう！特集～ 子ども会活動で子どもの自主性を育もう！
現在、町内には68の地区子ども会があります。夏休みや冬休みには活動が活発になり、地域と関わりながら学校生
活では得られない体験をし、生きる力を身に付けています。
その子ども会をお世話し、子ども達の自主的な活動を支えているのが「子ども会育成会」で、その育成会の連合体と
して、町には「雫石町子ども会育成会連合会（通称：町子育連）」があります。
町子育連では、子ども会を支える育成会員の役割が重要と考え、今年度から育成会員の研修会を開いて、子ども会活
動の目的などを問い直しています。
自主性を育てようとがんばっている、子ども会活動の様子を取材してみました。

町子育連では、子ども会活動事例の紹介や、助言などを通して活発な活動への支援も行っています。
【相談・問い合わせ】 町子育連事務局（社会教育課：内線282・284）

7 月21日に開催した第 2 回研修会に
は、24人の育成会長さんが参加しまし
た。県レクリエーション協会の藤田先生
から、「子ども会を楽しいものにしまし
ょう」と、行事に活用できるゲームなど
を教えてもらいました。
最初は初対面で表情の硬かった育成会

長さん方も、ゲームを通してすぐ打ち解
け、和やかなムードに。注意したり怒鳴
ったりせずに、楽しみながら集中させる
ゲームのよさに感心していました。

「みんなで楽しく」をゲームで
～子育連の研修会から

下長山小学校区にある野中地区子ども会で
は、例年夏休みの活動として盆踊りのさんさ
太鼓の練習に取り組んでいます。8 月 6 日
の夕方に行った 1 回目の練習会で、前段に
「おはなし会」をするということでお邪魔し
てきました。
小学生を中心に13人の子どもたちと地域

の方々、保護者の皆さんが、「おはなしの雫」
の方々の読み聞かせに耳を傾けていました。
本に親しむ場を子ども会でも生み出した、

すばらしい活動です。

さんさ太鼓の練習会で読み聞かせ
～野中地区子ども会

雫石小学校区の谷地子ども会では、8
月18日に地区内のウォークラリーを行
いました。
ウォークラリーでは、4 つのグループ
に分かれ、グループごとに設定されたチ
ェックポイントを目指して地区内を散
策。そのサポートとして、ジュニアリー
ダーズクラブ「SKY」のお兄さんも加わ
り、一緒に楽しく地元のことを学習しま
した。

地区内を自分たちで探検
～谷地子ども会
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・平成20年度に使用する雫石町小、中学校教科用図書の採択について

①不審者対策について
委　宮城県で、学校敷地内において小学生が刺されると

いう事件が起きたが、町内の各学校ではそういう事へ

の対策や訓練などはやっているのか。

答　各学校では、不審者の侵入に対応するべく「危機管

理マニュアル」を作成し訓練をしているようです。ま

た、「サスマタ」を配備し心構えをしておりますが、

実態として、町内の学校はどこからでも入れる状態で

あり、防備が難しい状況にあります。先生方にご尽力

してもらうしかないと思っております。また、スクー

ルガードの研修会で話題提供をし、学校周辺の巡回、

見回りなどもお願いしていきたいと考えています。

＜水　泳＞（盛岡市総合プール）
・女子200Ｍ背泳ぎ　沼田夏央里　2分29秒47

＜陸　上＞（宮城スタジアム）
・女子100ＭＨ　高橋さとみ　15秒20

・女子400ＭＲ　阿部・赤坂・下澤田・高橋　51秒05

＜バレーボール＞（奥州市総合体育館）
・女子

予選リーグ1回戦　対北海道・神居中　1－2

2回戦　対愛知・豊橋南部中　1－2

【全国大会結果】

＜バドミントン＞（一関市）
・男子ダブルス　千葉・中島 組

2回戦　対宮城・西山中　0－2

＜バレーボール＞（青森市）
・女子　1回戦　対青森・高田中　1－2

＜柔　道＞（会津若松市）
・女子70㎏超級　谷地　貴子　第5位

・男子81㎏級　　南野　翼　　１回戦

＜水　泳＞（郡山市）
・女子200Ｍ背泳ぎ　沼田夏央里

2分32秒72 第 8位

＜陸　上＞（いわき市）
・2年女子100Ｍ 下澤田優依　13秒14 第 1位

・女子100ＭＨ 高橋さとみ　15秒24 第 4位

・女子400ＭＲ

阿部・赤坂・下澤田・高橋　50秒62 第 6位　

＊女子総合　第2位

【東北大会結果（本戦出場分）】

―その１　決定事項編―

―その 2 質疑応答編―
②耐震診断について
委　耐震診断の結果が出たようだが、早急に対応するの

か、そこまでの厳しいものではないのか。

答　地震が来て今すぐ倒れるというものではありませ

ん。予算的な部分もありますし、すぐに改修できると

いうものではないので、経過を見ながらまずは第２次

診断を受けて詳細な耐震性能を調べ、それによって補

強、改修の検討をしたいと考えています。

③いわて型コミュニティスクールについて
委　町内の各学校では、何らかの形でやるという計画を

しているのか。また、学校現場に戸惑いはないか。

答　すでにそういう取り組みをしている学校もあります

し、教育振興運動との関連でやっているところもあり

ます。現場での戸惑いはあると思いますが、理解して

いただき、急がずじっくり取り組んでいきたいと考え

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）

委

教育委員会定例会リポート（7月）

答

委

答

委

答
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＜50Ｍ自由形＞
①　平渡　　咲（雫　石） 43秒13

②　小森　由香（安　庭） 45秒63

③　曽根田真奈（御明神） 46秒45

＜50Ｍ背泳ぎ＞
①　植野　紅葉（御明神） 54秒54

②　千葉　佳那（雫　石） 55秒34

③　上和野絵里香（御明神）57秒25

＜50Ｍバタフライ＞
①　植野　紅葉（御明神） 53秒75

②　佐藤　花保（雫　石）1分03秒17

③　奥平　真生（七ッ森）1分05秒01

＜50Ｍ平泳ぎ＞
①　藤村あすか（御明神） 56秒51

②　佐藤　花保（雫　石） 58秒38

③　白椛　若菜（安　庭）1分01秒48

【 5 年女子】

【 5 年男子】
＜50Ｍ自由形＞

①　小野寺建太（雫　石） 40秒70

②　川崎　謙吾（安　庭） 42秒91

③　原　　優助（橋　場） 43秒93

＜50Ｍ背泳ぎ＞
①　滝沢　迪士（橋　場） 56秒67

②　工藤　太一（西　根）1分00秒90

③　水口　寛城（御明神）1分00秒95

＜50Ｍバタフライ＞
①　小野寺建太（雫　石） 59秒17

②　高橋　洸睦（雫　石）1分03秒66

③　藤村　拓真（七ッ森）1分05秒41

＜50Ｍ平泳ぎ＞
①　高橋　怜央（雫　石） 56秒71

②　吉田　大志（御明神） 58秒37

③　原　　優助（橋　場）1分00秒80

【 6 年女子】
＜50Ｍ自由形＞

①　甲地香央里（雫　石） 37秒15

②　竹田　万由（七ッ森） 38秒03

③　川村　優佳（御明神） 39秒01

＜50Ｍ背泳ぎ＞
①　菊池　恵美（雫　石） 40秒07

②　原　　栞菜（橋　場） 49秒13

③　高畑麻里奈（上長山） 49秒89

＜50Ｍバタフライ＞
①　菊池　恵美（雫　石） 33秒50（大会新）
②　川村　優佳（御明神） 45秒63

③　細川　美緒（安　庭） 46秒43

＜50Ｍ平泳ぎ＞
①　甲地香央里（雫　石） 49秒24

②　伊藤瑛里子（雫　石） 50秒97

③　細川　美香（南　畑） 53秒61

＜50Ｍ自由形＞
①　山本　翔之（西　根） 36秒62

②　吉田　涼馬（雫　石） 37秒25

③　細川　翔平（安　庭） 37秒39

＜50Ｍ背泳ぎ＞
①　柳本　大輔（西　根） 42秒73（大会新）
②　佐藤　賢優（西　根） 47秒66

③　上野　裕太（安　庭） 49秒16

＜50Ｍバタフライ＞
①　佐藤　賢優（西　根） 45秒26

②　清水端祥典（雫　石） 46秒19

③　吉田　優志（御明神） 47秒96

＜50Ｍ平泳ぎ＞
①　山本　翔之（西　根） 46秒81

②　吉田　涼馬（雫　石） 50秒66

③　山本　英士（安　庭） 50秒67

＜5年女子200Ｍリレー＞
①　御明神（植野、藤村、曽根田、上和野）3分03秒13

②　安　庭（小森、白椛、丹内、古川） 3分15秒62

③　七ッ森（奥平、瀬川、瀬川、大坊） 3分17秒49

＜5年男子200Ｍリレー＞
①　雫　石（長澤、高橋、宝屋敷、小野寺）3分04秒42

②　安　庭（川崎、上野、三浦、三河） 3分17秒35

③　橋　場（原、柿木、萩臺、滝沢） 3分24秒01

＜6年女子200Ｍリレー＞
①　雫　石（菊池、木村、和川、甲地）

2分29秒81（大会新）
（第1泳者　菊池33秒28は大会新記録）

②　上長山（嘉門、石井、嘉門、高畑） 2分50秒87

③　七ッ森（竹田、高村、荒屋、田中） 2分59秒88

＜6年男子200Ｍリレー＞
①　西　根（山本、佐藤、柳本、矢幅） 2分31秒84

②　安　庭（細川、白椛、上野、山本） 2分38秒35

③　雫　石（吉田、川崎、清水端、松田） 2分40秒89

＜女子200Ｍメドレーリレー（共通）＞
①　雫　石（木村、伊藤、菊池、甲地）

2分51秒68（大会新）
②　西　根（山本、若林、堀切、袖林） 3分15秒65

③　御明神（南野、堂屋、川村、上和野）3分18秒06

＜男子200Ｍメドレーリレー（共通）＞
①　西　根（柳本、山本、佐藤、矢幅）

2分52秒99（大会新）
②　雫　石（八重樫、橋本、清水端、吉田）3分05秒72

③　安　庭（上野、山本、白椛、細川） 3分06秒05

【 6 年男子】
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いよいよ八代亜紀コンサートの開催が迫ってき
ました。この機会にぜひご鑑賞を！
【日　時】10月 7 日（日）
【場　所】中央公民館　野菊ホール
【開　演】
＊昼の部　午後1時30分（午後 1 時開場）
＊夕の部　午後4時30分（午後 4 時開場）

【料　金】前売4,000円・当日5,000円
（全席指定）

【入場券】中央公民館・地区公民館・村上写真館・
（株）大通り佐々木電気・川徳プレイガイドで絶
賛発売中！

【問い合わせ】中央公民館

日頃の運動不足やメタボリックシンドロームに悩んでいませんか？
気軽にできる運動を体験したり、自分の体力を知る絶好の機会で

す！家族そろって参加しましょう！
【日　時】10月28日（日） 午前 8 時30分～12時30分（予定）
【場　所】雫石町営体育館・陸上競技場
【内　容】ニュースポーツ体験（スナッグ・ドッヂビーなど）

健康相談・体力測定等
＊当日は、陸上競技場で町民対象の陸上記録会を同時開催予定！

【問い合わせ】社会教育課（内線286）
＊内容等、詳細は10月号でお知らせします。お楽しみに！

毎日の食生活を楽しく健康的に！
10月は「薄味に慣れるための食事」です。「く

るみときのこの混ぜご飯・切干大根の中華サラダ・
桜えびとじゃがいもの洋風お好み焼き」を作りま
す!!
【日　時】10月10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 9 月
28日（金）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）

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

雫石の特産品でもある「亀甲織」を体験してみ
ませんか？
【日　時】10月23日（火）・10月24日（水）

いずれも午後 1 時30分～ 3 時30分
【場　所】農業者トレーニングセンター

（雫石町高前田155）
【講　師】しずくいし麻の会
【対象及び定員】
町内在住または勤務で、両日参加できる方
先着15人　　※ただし中学生以上

【受講料】2,000円（材料費として）
※当日、集金します。

【申し込み】中央公民館へ10月15日（月）までにお
申し込みください。

※定員に満たない場合は、受付期間終了後も受付
します。
※都合により、日程が変更になる場合があります。

おいしいおやつを作ってみませんか？
今回は季節の食材「さつまいも」を使った「さつ

まいものプリン」を作ります。
【日　時】①10月14日（日）

②10月15日（月）
①②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】一人500円
【持ち物】エプロン・三角巾
【申し込み】10月11日（木）ま
でに御所公民館へお申し込み
下さい。

（受付時間：午前 8 時30分～午後 5 時まで）

【町民芸術鑑賞事業】
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・沈底魚 …………………曽根　圭介
・ラストワンマイル ………楡　周平
・風の陣～天命篇～ ……高橋　克彦
・捨てる神より拾う鬼 …佐藤　雅美
・楊令伝二～辺逢の章～ 北方　謙三
・ししゃも …………………仙川　環

・青い鳥 ……………………重松　清
・クレイドゥ・ザ・スカイ…森　博嗣
・アサッテの人 …………諏訪　哲史
・木洩れ日に泳ぐ魚 ………恩田　陸
・秘　花 ………………瀬戸内　寂聴
・カシオペアの丘で㊤・㊦…重松　清

・そんなはずない ……朝倉　かすみ
・玻璃の天 …………………北村　薫
・俳風三麗花 ………………三田　完
・吉原手引草 …………松井　今朝子
・明智左馬助の恋 …………加藤　廣

新着図書をご紹介！（ 7 /21～ 8 /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

☆ごしょうかいします！☆
『としょかんライオン』
図書館は、町の人たちが本を読んだり借りたりでき

る場所。そこに、ライオンが入ってきました。人々は
おおあわて!!でも、毎日図書館に来るライオンはみんな
と仲良しになりました。
ところがある日……

・病院のクワバラさん
……………クワバラ　アツコ

・女性の品格～装いから生き方まで～
…………………坂東　眞理子

・菜の花エコ革命 ………藤井　絢子
・魂の布 …………………松本　路子

・指先からソーダ …山崎ナオコーラ
・絵解き世界一ホッとする尼さんの
いい話 …………………川村　妙慶

・ルーン文字の世界
…ラーシュ・マーグナル・エーノクセン

・格差が遺伝する …………三浦　展

・裁判長！これで執行猶予は甘くな
いすか …………………北尾　トロ

・日本よ、勁き国となれ　論戦2007
…………………櫻井　よしこ

・僕はパパを殺すことに決めた
……………………草薙　厚子

（一般書）…39冊

・ピーポポ・パトロールはんぶんおば
けのマメンキサウルス…柏葉　幸子

・おおおかさばき …………川端　誠
・三つのお願い

………ルシール・クリフトン
・としょかんライオン

………ミシェル・ヌードセン
・見えざるピラミッド（上・下）

……………ラルフ・イーザウ
・太陽と月……………………Chaco

・ピーターと影泥棒（上・下）
……………デイヴ・バリー他

・フェアリー・レルム９
……………エミリー・ロッダ

・ボブとリリーといたずらエルフ
……………エミリー・ロッダ

・つるばら村の理容師さん
…………………茂市　久美子

・ことばの障がいってなあに？
…ジョン・E・ブライアント

・天　狗～妖怪伝巻のニ～
………………たかし　よいち

・めちゃくちゃはずかしかったこと
…リュドヴィック・フラマン

・ヘビくんどうなったとおもう？
……………みやにし　たつや

・メイシーちゃんのおおきいちいさい
…………ルーシー・カズンズ

（ヤング・児童書）…30冊

“たんぽぽおはなし会”～ 9 月20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！
“しずくいしおはなし会”～ 9 月22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！

10月は、羊毛を使って、自分の頭にピッタリサ
イズのフェルトの帽子を作りましょう！
帽子の形は自由です。

【日　時】10月20日（土）午前10時～午後 4 時
【講　師】塩満　節子さん
【定　員】先着15人
【受講料】2,000円（材料代込み）
【持ち物】ごみ袋（45�）1 枚 ・フェイスタオル

2 枚（汚れてもいいもの）・長靴・エプ
ロン・直径16cm程度のボールと昼食

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
・おかいものごっこ（こうさく）

・ガンピーさんのふなあそび…J.バーニンガム 作
・わたしのおばあちゃん
…ヴェロニック・ヴァン・デン・アベール 作

～子どもにも読書の楽しさを！ 9月のおはなし会情報～

特に！町民の皆さん、ぜひ年に1度は資料館に！！

児童生徒
15 35 373 116 1,126

町内
町外 その他

539

計 年度
累計一般
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本校は、来年創立60周年を迎えます。少人数、習熟
度別、進路希望別選択などの授業等で、就職にも大学
進学にも対応しています。
スキー部や吟詠同好会は全国大会に出場し、保健委

員会は保健劇を各地で好演し、交通安全委員会は岩手
県交通安全ＣＭコンテストで 2年連続グランプリに輝
くなどスポーツや文化面においても活躍をしています。
特に郷土芸能委員会は、昨年岩手県高等学校総合文

化祭で最優秀賞を受賞し、今年8月1～ 2日の全国高等
学校総合文化祭に出場しました。
郷土芸能部門では、伝承するだけでなく高校生らし

い工夫と郷土の良さを世界へ発信することを求められ
ています。私たちは、一昨年は台湾で、昨年は中国で
出演と交流をしました。そして、本来は輪踊りのさん
さ踊りを、隊列を変え10演目、中入りとして昔語りと
よしゃれを入れ、規定時間15分で構成するなどの工夫
をしてきました。

17時間かけてバスで島根県浜田市へ行き、猛暑の中、
徒歩で練習会場と会場を移動し、リハーサルや本番は
40分ほど屋外で待機しました。7月の軽トラ市で、約1
時間炎天下で踊って暑さの練習をした時は、数名が体
調を崩しましたが、全国大会では誰一人倒れることな
く元気にメンバーが持てる力を発揮しました。
全国大会に出場した各校とも、郷土色と表情が豊か

な一糸乱れぬすばらしい演技・演奏でした。入賞はで
きませんでしたが、他校からの刺激を受け、来年の全
国大会出場を目標に、今年10月に行われる岩手県大会
での最優秀賞を目指し、再び、練習と各種イベントへ
の出演に励んでいます。

今、子どもたちは… シリーズ「輝」№29

雫石から全国、そして世界へ

～雫石高校編～

次回は下長山小学校からの情報をお送りします。

県立雫石高等学校　教諭 小野寺真由美

地区公民館 4 館と町役場に、町民用インターネット端末を各
1 台ずつ設置しております。
インターネットにはいろいろな情報が詰まっていますので、

知りたい情報が見つかるかもしれませんよ。
どうぞご利用ください。

【利用時間】
午前 9 時～午後 5 時（平日）
＊1 人につき 1 日 1 回、30分以内

【利用料金】無料
【注意事項】
・ホームページ閲覧のみの利用です。利用にあたっては、身
分を確認できるものを提示していただきます。

・中学生以下の利用は、保護者同伴の場合に限ります。
・操作の説明は原則として行いません。ご了承ください。

「いわて家庭の日」とは？
青少年が健やかに成長する基盤は家庭に

あるという考え方から、改めて家族を振り
返り、家庭を大切にし、これを実践する日
として名づけられました。

そのために…
○家族そろって食事をしましょう。
○親子一緒に、地域の行事、自然とふれあう・
遊ぶ活動をし、体験を共有しましょう。

○今日 1 日のこと、将来のこと、地域の安
全のこと、社会の話題などを家族みんな
で話し合いましょう。

○離れている家族と近況を話しましょう。

「いわて家庭の日」を、親子・家族の絆を
深める日にしましょう



広報●教育しずくいし●2007●9●No.30●8

広報「教育しずくいし」 10月号は 10月11日（木）発行です。

役場に入って初めての長期研修中（ 2 週間）。環境が
変わると、新しい発見がたくさん。しかし、それよりも
「世間は狭い」ことを実感することの方が多いかも。研修
中の、とあるテーマの講師…。見覚えのある名前だなと
思っていたら、やはり高校時代の部活の後輩！こういう
ことって、意外とよくありますよね？（Yasu）

�あとがき�

� 9月～10月の主な行事予定�
9月
20 �　西根小学校公開研究会

28 �　教育委員会議

10月
7 �　雫石中学校文化祭

13 �～14 �　雫石高校文化祭

20 �　町内小学校学習発表会

（七ッ森・西根・御明神・橋場・大村・南畑）

21 �　下長山小学校学習発表会

26 �　教育委員会議

27 �　上長山小学校学習発表会

28 �　安庭小学校学習発表会

【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）

あの感動から 1年…。今年も 8月23日（木）から26日
（日）にかけて、東京芸術大学音楽部打楽器科専攻生有
志の合宿が行われました。
24日、同大学藤本隆文准教授を講師としたワークショ

ップには、町内外の小中生等300人が参加しました。リ
ズムに合わせて「野菜の気持ちを知ろう」など、子ど
もたちも楽しく音楽を学びました。

夕方から開催された「野菊ホールメインコンサート」
には、地元しずくいし混声合唱団としずくいし少年少
女合唱団も出演しました。それぞれの合唱団と打楽器
とのコラボレーションに、来場者からは惜しみない拍
手が送られました。

翌25日の「まきば園夕涼みコンサート」では、会場を
小岩井農場に移し、家族連れなど多くの来場者が雫石
中学校吹奏楽部とのコラボレーションを楽しみました。

共演した町民や、ワークショップに参加した多くの子どもたちにとって、この音楽祭は貴重な体験となり、コン
サートを鑑賞した町民からは、今後もぜひ続けていってほしいと望む声が多く寄せられました。
東京芸大打楽器科有志のみなさん、今年も楽しい思い出をありがとうございました！

各家庭で読まれなくなった本を持ち込んでも、
会場から読みたい本を持ち帰っても、両方でも
OKです！
【期　間】9 月26日（水）～10月 1 日（月）
【場　所】中央公民館１F ふれあい広場
＊本の中に書き込みされたもの、マンガ雑誌、女
性週刊誌等の持ち込みはご遠慮下さい。

【問い合わせ】図書館


