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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から教育委員会をクリック！

前日の雨で開催が心配されましたが、朝には天候も回復！向かい風にはなりましたが、子ども達は自己ベ
スト更新、そして大会記録更新に向けて大変よく頑張りました。
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た大会となりました。
今年は大会新記録の誕生はありませんでしたが、全体的に記録レベルの向上が感じられました。

今年も雫石中学校が大活躍！団体9種
目で優勝し、個人戦でも大奮闘でした。
間もなく県大会が開催されます。皆さ

んの応援よろしくお願いします！

【期　　間】７月19日（土）～８月17日（日）
【開館時間】月曜～土曜…10：00～20：00 日曜・祝日…10：00～17：00
☆８月10日（日） 10：00～17：00は夏休み企画無料開放！皆さんの来場をお待ちしています☆

今年度もやるよ～！！
キャスト・スタッフ大募集！新規参加者大歓迎！詳しくは折込チラシをご覧ください！

【各種目の優勝者と記録紹介】（敬称略）

種　目 5年女子 6年女子 5年男子 6年男子

100Ｍ �田　彩香（七ツ森） 舛沢　麻里（南　畑） 簗場　　廉（雫　石） 高橋　　陸（雫　石）
15″1 15″2 15″1 14″5

200Ｍ 坂井　汐莉（上長山） 平渡　　咲（雫　石） 高橋　真哉（南　畑） 櫻糀　大輝（下長山）
33″8 32″9 30″2 29″3

800Ｍ（女子） 吉田　彩花（雫　石） 下川原悠華（御明神） 村上　純人（上長山） 黒澤　向陽（雫　石）
1000Ｍ（男子） 2′58″1 2′55″5 3′34″0 3′32″3

80ＭH 照井　萌香（安　庭） 瀬川はるか（七ツ森） 山崎　貴人（雫　石） 小野寺建太（雫　石）
16″4 14″8 16″3 13″9

ボール投げ 大橋　由莉（御明神） 藤村あすか（御明神） 高橋　真哉（南　畑） 藤原　智紀（西　根）
34ｍ78 41ｍ58 46ｍ62 59ｍ69

走り高跳び 佐藤くるみ（上長山）上和野絵里香（御明神）簗場　　廉（雫　石） 高橋　　歩（七ツ森）
1ｍ15 1ｍ18 1ｍ29 1ｍ25

走り幅跳び 中村　美那（西　根）上和野麻里奈（御明神）村上　純人（上長山） 川崎　謙吾（安　庭）
3ｍ79 3ｍ74 3ｍ52 4ｍ46

400ｍリレー （女子）御明神小学校　1′01″0 （男子）雫石小学校　57″7

優勝のみなさん、おめでとうございました！

☆野球　　　☆バレーボール（女子） ☆柔道（女子）
☆バスケットボール（男子・女子） ☆卓球（女子）
☆ソフトテニス（女子） ☆バドミントン（男子・女子）

優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）優勝種目（団体）
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特 集特 集
～地域で子どもを育もう！教育振興運動③「各実践区の実践課題は？？」

その１　承認・報告事項編　　～以下の議案が承認されました～

その2 質疑応答編　　～以下のことがらについて話し合われました～

①教育研究会について
委　前年度の実績をどのように教育活動に反映させ
ていったのかという話が総会で欲しいと思う。前
年度の活動報告を受ける形で、今年度の計画があ
ればよいのではないか。また、町内小中学校150
人の先生方が一生懸命頑張っていることを、もっ
と町民にお知らせすべきではないか。その上で、
親も頑張ろうという意識改革につながるようにし
たいと思う。
答　前年度の反省などのまとめは、雫石町教育研究
会という組織が中心となって行っています。教育
研究会の中で自分たちが学んだことを持ち帰り、
各自の実践に生かすということになりますし、学

校公開研究会ではその冊子がまとめになります。
先生方が授業をする上での研修行為にもなると思
われます。加えて、昨年からは時間外に勉強会も
行い、努力を続けています。

②携帯電話・ネット問題について
委　町教育委員会としても、警告などＰＲをしては
どうか。保護者に認識してもらう広報活動をぜひ
やって頂きたいと思う。いじめや有害サイトへの
アクセスなどの事件を考えると、何か手だてしな
くてはならないと考えるが。

答　広報やチラシで注意を喚起するなどの方法につ
いて検討したいと思います。

委

委

答
答

１．教育財産の用途廃止に関し議決を求めることについて
２．雫石町社会教育委員の任命及び解任についての専決処理の報告について

教育委員会定例会リポート（5月）

～地域で子どもを育もう！教育振興運動③「各実践区の実践課題は？？」
町内の各実践区では、今年度取り組んでいく課題が3者（子ども・家庭・学校）で話し合われました。町

全体で取り組む「読書大好き雫石っ子」のほかに、実践区ではどのような取り組みを進めていくのでしょう
か？実践に向け、まとまったそれぞれのテーマを発表します。

各実践区の取り組み　～テーマとキャッチフレーズ

雫石小実践区

七ツ森小実践区

☆あいさつ運動☆

☆ふるさと七ツ森を大切にする子を育てよう☆

下長山小実践区☆あいさつで広げよう　地域のWA（和・輪）☆

御明神小実践区☆ふるさと御明神を大切にする子どもを育てる☆

大村小実践区☆郷土を愛する豊かな心の育成と、たくましく生きるための健康・体力・くじけない心の育成☆

安庭小実践区☆真心を込めたあいさつ運動と正しい言葉づかいの習慣化☆

上長山小実践区 ☆育てる喜び　収穫の喜び　水稲・農園活動の充実☆

西根小実践区 ☆ふるさと西根から学ぶ☆

橋場小実践区 ☆食育に関わる体験活動☆

南畑小実践区 ☆あいさつ運動と早寝・早起き・朝ごはん運動☆

今後、地域の皆さんにも呼びかけて取り組みますので、子ども達を見守り、声をかけてあげてください。
来月からは、実践区での取り組みのようすを紹介していく予定です。どうぞお楽しみに！

教育振興運動に関する問い合わせ 社会教育課（内線282）

�右上のページに続く
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③耐震問題について
委　中国四川省大地震による学校倒壊を受けて、国
が耐震補強の予算をつける方向に進みそうだが、
町内の学校も該当してくるのか。
答　昭和56年以降に建てられた学校は耐震基準を上
回っています。それ以前の建物が耐震調査に該当
し、町では、雫石中、西根小、御明神小が該当し
ます。18年度に実施した一次診断の結果、雫石中、
御明神小の一部で安全性の確認ができなかったと
いう判定が出ています。精度の高い二次診断の結
果によっては対象となってきます。

④学校遊具の管理について
委　学校に設置してある遊具等で放課後児童クラブ
の保育時間内に事故が起きた場合、責任の所在は
どうなるのか。

答　原則として、学童クラブの有無に関わらず、学
校の遊具に子ども達が触れて起きた事故について
の管理責任は、学校にあります。

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

答

委

答

その2 質疑応答編・左下ページからの続き～～教育委員会定例会リポート（5月）

【陸上記録会の記録に関する問い合わせ】学校教育課（内線294）

上位入賞のみなさん、おめでとうございました！町民の皆さん、来年もぜひ見に、応援に来てください！

種　目 順位 5年女子 6年女子 5年男子 6年男子

100Ｍ

2位
中村　美那（西　根） 奥平　真生（七ツ森） 小和田疾風（雫　石） 櫻田　龍也（西　根）

15″6 15″4 15″9 14″8

3位
上澤田志穂（御明神） 平渡　　咲（雫　石） 高八卦虎裕（御明神） 下澤田貴也（雫　石）

16″1 15″6 16″3 14″9

200Ｍ

2位
阿部　綾夏（七ツ森） 上和野麻里奈（御明神） 細川　一輝（雫　石） 長澤　優樹（雫　石）

34″2 33″2 31″5 30″2

3位
安藤　芽唯（安　庭） 古川　綾音（安　庭） 赤沢　龍哉（御明神） 若林　大聖（西　根）

35″1 33″4 32″4 30″6

800Ｍ
2位

佐藤くるみ（上長山） 山崎　洋佳（下長山） 八重樫耕生（雫　石） 高橋　怜央（雫　石）
（女子） 3′02″5 2′55″7 3′41″6 3′32″7

1000Ｍ
3位

上澤田志穂（御明神） 平　　真由（七ツ森） 高橋　倫幸（七ツ森） 田中　柊里（上長山）
（男子） 3′05″6 2′58″1 3′48″5 3′38″0

80ＭH

2位
佐賀　葉月（七ツ森） 上和野絵里香（御明神） 谷地健太朗（御明神） 水口　寛城（御明神）

16″6 14″9 16″4 14″6

3位
滝澤　茉由（上長山） 高畑　寧々（雫　石） 正木　慎一（雫　石） 三浦　宏太（安　庭）

16″6 15″3 17″0 15″4

ボール投げ

2位
千葉　雅子（雫　石） 森元　　彩（雫　石） 大谷地健哉（御明神） 長澤　優樹（雫　石）

34ｍ66 35ｍ50 41ｍ56 55ｍ49

3位
土岐　麗李（下長山） 上森合菜帆（下長山） 一本木優太（御明神） 川崎　謙吾（安　庭）

30ｍ43 33ｍ55 41ｍ51 52ｍ32

走り高跳び

2位
�田　彩香（七ツ森） 徳田早希子（七ツ森） 赤沢　龍哉（御明神） 櫻田　龍也（西　根）

1ｍ12 1ｍ15 1ｍ19 1ｍ22

3位
照井　萌香（安　庭） 高畑　寧々（雫　石） 笹田　英哲（上長山） 田屋舘　優（安　庭）

1ｍ09 1ｍ12 1ｍ05 1ｍ16

走り幅跳び

2位
安本　来輝（橋　場） 佐山　莉奈（雫　石） 細川　一輝（雫　石） 高橋　　陸（雫　石）

3ｍ60 3ｍ57 3ｍ47 4ｍ14

3位
木村　瑞歩（七ツ森） 杉下佳奈子（西　根） 古川端倫太朗（御明神） 櫻糀　大輝（下長山）

3ｍ18 3ｍ54 3ｍ46 4ｍ02

400ｍリレー
2位 雫石小　　　　1′01″6 安庭小　　1′00″5

3位 七ツ森小　　　1′01″7 西根小　　1′00″8



【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！
☆（財）雫石町体育協会：http://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/
☆県営屋内温水プール（ホットスイム）：http://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/̃hotswim

【問い合わせ先】
☆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 …………………………………693-3751
☆ゲートボール場…695-2031 ☆ケッパレランド …695-2211
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☆野球（対滝南中　19-1）
☆バレーボール女子（対西根中　2-0）
☆バスケットボール男子（対滝二中　67-59）
☆バスケットボール女子（対滝二中　58-45）
☆卓球女子団体（対柳沢中　3-2）
☆卓球女子個人（松村選手）
☆ソフトテニス女子団体
☆ソフトテニス女子個人（谷地・石田組）
☆バドミントン男子団体

☆バトミントン女子団体
☆バドミントン男子ダブルス（大久保・瀧沢組）
☆バドミントン女子ダブルス（佐山・山本組）
☆柔道女子団体
☆柔道男子個人90㎏級（南野選手）
☆柔道男子個人90㎏超級（岩持選手）
☆柔道女子個人44㎏級（谷地選手）
☆柔道女子個人70㎏超級（田齋選手）

☆バレーボール男子（対滝南中　0-2）
☆ソフトテニス男子団体
☆バドミントン男子シングルス（梅内選手）

☆バドミントン男子ダブルス（石田・木村組）
☆バドミントン女子ダブルス（千葉・中野組）
☆柔道男子個人90㎏超級（佐藤選手）

☆卓球男子個人（高橋選手）
☆ソフトテニス女子個人（古舘・坂井組）
☆バドミントン男子シングルス（安本選手・細川選手）
☆バドミントン女子シングルス（細川選手・久保田選手）
☆バドミントン女子ダブルス（米澤・森組／堀切・村田組）

☆ソフトボール（対滝沢中　0-8）
☆柔道男子団体
☆柔道男子個人90㎏級（谷地選手）
☆柔道女子個人70㎏級（照井選手）

空いている時間を使って、気軽に筋力＆体力をア
ップさせましょう！
【日　時】7月22日（火）～10月7日（火）
午前10時～11時30分（毎週火曜・全10回）
＊ただし、8月12日と9月23日は除きます。
【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
グラムの作成と実践
【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の方・先着10人
【受講料】2,000円
【申込期限】7月20日（日）
【申し込み】各自傷害保険加入後、電話または町営体
育館窓口まで、受講料を添えてお申し込みください。

ゴールデンエイジにいろいろな運動を体験しよ
う！
【日　時】7月22日（火）～10月7日（火）
午後4時30分～6時（毎週火曜・全10回）
＊ただし、8月12日・9月23日は除きます。

【場　所】町営体育館ほか運動公園内施設
【内　容】マット運動・バランスボール・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・スナックゴルフなど）

【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内の児童（6～12歳）・先着10人
【受講料】1,000円（施設使用料含む）
【申込期限】7月20日（日）
【申し込み】各自傷害保険加入後、電話または町営体
育館窓口まで、受講料を添えてお申し込みください。



おいしい水ようかんを作りませんか！
【日　時】7 月28日（月）午前9時～正午

7 月29日（火）午前9時～正午
【場　所】長瀬　裕子さん
【受講料】500円
【定　員】各日15人
【申し込み】御所公民館
（受付時間：平日8：30～17：15）。

「バテない夏は超楽しい！」をテーマに、おいし
い料理を作りましょう！
【日　時】8 月20日（水）午前10時～午後１時
【場　所】中央公民館　調理実習室
【メニュー】うめしそご飯・ほうれん草とゆばの卵

とじ・福袋・みそ汁
（おまけメニュー：あんみつ）

【講　師】町食生活改善推進員連絡協議会会員
【対　象】町内在住または勤務の方
【受講料】500円
【定　員】15人
【申し込み】中央公民館へ8月11日（月）までにお申
し込みください（受付時間：平日8：30～17：15）。
【その他】無料託児室あります。ご相談ください。

～家計と地球にやさしい電気との付き合い方～
【日　時】① 7 月24日（木）午後1時30分～ 4 時

② 7 月25日（金）午後1時30分～ 4 時
※ご都合のよい日をお選びください。

【場　所】中央公民館　視聴覚室
【講　師】東北電力（株）から
【対　象】町内在住または勤務の方
【受講料】無料
【定　員】各日先着10人
【申し込み】中央公民館

（受付時間：平日 8：30～17：15）。
＊フリートーク形式の講座ですので、お気軽にご参
加ください。紅茶とケーキのサービスもあります♪
【その他】無料託児室あります。ご相談ください。

【日　時】8月2日（土）午前9時30分～12時
【場　所】御所公民館
【講　師】下沢田隆子さん
【対　象】町内在住または勤務の方
【受講料】500円（材料費別）
【定　員】18人
【持ち物】ものさし・布切りハサ
ミ・不用になったジーンズ3本（古ジーンズが準
備できない場合はご相談ください。）

【申し込み】御所公民館へ7月30日（水）までにお
申し込みください（受付時間：平日8：30～17：
15）。

【日　時】8月 7日（木）
①午前10時～　②午後2時～

【場　所】御明神公民館　多目的ホール
【対　象】町内の小学6年生までの児童
【受講料】無料
【定　員】①②それぞれ20人
【申し込み】御明神公民館へ8月5日（火）までにお
申し込みください（受付時間：平日8：30～17：
15）。
＊作ったとうろうは、8月16日（土）に行われる御
明神夏祭りの舟っこ流しで一緒に流していただき
ます。

【開催日】8月4日（月）～　毎週月曜・全5回
【時　間】昼コース　午後2時～4時

夜コース　午後7時～9時
【場　所】西山公民館
【内　容】パソコン初心者向けの基
本操作とワード・エクセルの活用

【講　師】伊藤秀典さん
【対　象】町内在住または勤務の方
【受講料】1,000円（初回受講時に頂きます）
【定　員】各コース先着10人
【申し込み】西山公民館へ 7 月22日（火）～29日
（火）にお申し込みください（受付時間：平日8：
30～17：15）。
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【日時・場所】
①8月6日（水）9：30～12：00（中央公民館）
②8月6日（水）13：30～16：00（西山公民館）
③8月7日（木）9：30～12：00（御所公民館）
④8月7日（木）13：30～16：00（雫石公民館）
⑤8月8日（金）9：30～12：00（御明神公民館）
⑥8月8日（金）13：30～16：00（七ツ森小学校）

【対　象】町内の小学生
【定　員】各回定員20人
【講　師】東北電力株式会社より
【受講料】1 人500円
【申し込み】中央公民館へ7月31日（木）までにお
申し込みください（受付時間：平日8：30～17：
15）。
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新着図書をご紹介！（5/21～ 6/20受け入れ分　計117冊）

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

● 小説 ●
・金色の野辺に唄う…………………あさの　あつこ
・荒野………………………………………桜庭　一樹
・第七の女……………………フレデリック・モレイ
・当たるも八卦の墨色占い………………佐藤　雅美
・謎の転倒犬……………………………柴田　よしき
・敗者復活戦………………………………高任　和夫
・百万円と苦虫女………………………タナダ　ユキ
・ＲＵＲＩＫＯ……………………………林　真理子
・アフガンの男（上・下）

…………………フレデリック・フォーサイス
・平成大家族………………………………中島　京子
・食堂かたつむり……………………………小川　糸
・夜の桃……………………………………石田　衣良
・やつらを高く吊せ…………………………馳　星周
・茨の木…………………………………さだ　まさし
・義弟…………………………………ながい　するみ
・東京島……………………………………桐野　夏生
・前世療法……………セバスチャン・フィツェック

● 一般書 ●
・笑いの医力………………………………高柳　和江
・日本のフェアトレード…………………長坂　寿久
・ヘルパー以前の介護の常識…………浜田　きよ子
・北の文学第56号 …………………岩手日報社・編
・食品の迷信…………………………………芳川　充
・エースの品格……………………………野村　克也
・ありがとう、ごめんね、そしてさようなら

……………………………………重松　清・編著
・図解雑学裁判員法 ……船山　泰範×平野　節子
・妻と恋人…………………………………亀山　早苗
・週末木工術………………………成美堂出版編集部
・いのちのダンス………………………吉野　ゆりえ
・平成19年度版岩手県統計年鑑

…………………………………岩手県統計協会
・ソンビとサムライ…………………………朴　承武
・つゆのあとさき④……………………赤羽　みちえ
・光とともに⑬…………………………戸部　けいこ

● ヤング・児童書 ●

・こいぬのクンは一年生…………………末吉　暁子
・こおりにのったペンギン………………野村　辰寿
・チュンタのあしあと………………おくはら　ゆめ
・古道具ほんなら堂…………………………楠　章子
・トゥープゥートゥーのすむエリー星 …茂木　健一郎
・かぶと三十郎～きみのために生きるの巻

………………………………………宮西　達也
・つばさをちょうだい……ハインツ・ヤーニッシュ
・ぼくのおとうさんのテッド

………………………トニー・ディテルリッジ
・世界一ばかなわたしのネコ………ジル・バシュレ
・なぎさのなみのりチャンピオン……二宮　由紀子
・グレッグのダメ日記………………ジェフ・キニー
・くまのニュートンあめのひだいすき

………………………………ロリー・タイガー
・ママ、ぼくのことすき？

…………ジャン＝バプティステ・バロニアン
・ぽんぽこトリオとふしぎなうみ………深見　春夫
・ケロリがケロリ……………………いとう　ひろし
・ＡＢＣＤＥＦＧ殺人事件………………鯨　統一郎

6 月25日に開催された協議会では、図書館事業計画などに関する協議が行われ、短い時間の中でしたが
多くの意見・提言が出されました。すぐにも考えていかなければならないものから長期的に考えて取り組む
必要があるものまで、意見・提言は多岐にわたりました。
「どの意見もとても重要である。取り組めるものはただちに取り組みを開始して、より皆さんに利用して

いただけるような図書館運営を目指していきたい。」というまとめで閉会しました。

＜7～8月の図書館休館日ご案内＞ 7月：14日・21日・28日・ 8月：4日・11日・18日・25日・23日

7 月17日（木）10時30分から“たんぽぽおはなし会”
【会　場】中央公民館 2 階　視聴覚室
【プログラム】
・えほん『そらとぶクレヨン』
・かみしばいの読み聞かせ
・パネルシアター
・こうさく「七夕飾りを作ろう」 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！

7 月26日（土）10時から“しずくいしおはなし会”
【会　場】中央公民館１階　特別会議室
【プログラム】・
・めぐろのさんま…川端　誠 作・絵
・みんなみんなぼくのともだち

…止揚学園の子供たち 文と絵と字　など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」 39

「地域に触れ合い、支えられる子ども達」

～七ツ森保育所編～

七ツ森保育所　細川　光子

七ツ森保育所は、児童の健全育成と子育て家庭の
育児支援を行い、保護者や地域の多様なニーズに応
えるべく、各種特別保育事業を実施し、安心して利
用していただける保育所となるよう、職員一丸とな
り取り組んでいます。また、地域子育て支援センタ
ーも併設されており、地域の子育て家庭への支援に
も努めています。

地域の方々に常に見守られながら育っている子ど
も達は、同法人の希望ヶ丘学園や東町老人クラブの
方々と、保育所前の畑作りをしています。種を蒔き
世話をし、収穫を喜び合います。同時に「食」への
関心が芽生え、食べる意欲や食べ物を大事にする心
が育っています。他にも、近くの松寿荘や七ツ森小
学校との交流も盛んで、たくさんの方との触れ合い
を大事にしています。

また、夏まつりや運動会、雪まつり遠足など様々
な行事では保護者の協力が大きく、子ども達は安心
して存分に楽しむことが出来ます。常に支えられ、
共に育てる保育が行われています。
よく遊び、よく食べ、保護者や地域の方々に見守

られすくすく育つ七ツ森保育所の子ども達、心豊か
で丈夫な身体の子どもに育ってほしいと願っており
ます。

優　勝 九十九沢・町場・矢櫃　行政区
準優勝 安庭行政区
第3位 大村行政区／天戸行政区

優　勝 下春木場行政区
準優勝 横欠行政区
第3位 天瀬行政区／南行政区

【メインの部　～6月14日（土）】
優　勝 御明神小学校ゴールデンイーグルス
準優勝 雫石小ダイナミックス
【育成の部　～6月15日（日）】
優　勝 御明神小学校ゴールデンベアーズ
準優勝 雫石小ベアーズ

優　勝 篠崎行政区
準優勝 五区行政区
第3位 八区行政区／極楽野行政区

優　勝 谷地行政区
準優勝 中町１行政区
第3位 林行政区／七ッ森・丸谷地行政区

優　勝 まがき行政区
準優勝 南行政区
第3位 山津田行政区／中島行政区

次回は　御明神小学校　からの情報をお送りします。

優　勝 林行政区
準優勝 晴山行政区
第3位 高前田 1 行政区
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広報「教育しずくいし」 8月号は 8月 14日（木）発行予定です。

�あとがき�

�7月～ 8月の主な行事予定�
【8月】
2 �～ 4 �　　

岩手県学童軟式野球大会
8 � 第34回雫石町小学校水泳記録会
14� 雫石町長旗争奪行政区対抗野球大会
18� 町内小中学校始業式（上小・西小・雫石中）
19� 町内小学校始業式（雫小・七小）
20� 町内小学校始業式

（下小・明小・橋小・南小・安小）
21� 大村小始業式
23�～24�

第8回よしゃれの里雫石グラウンド・ゴルフ大会
27� 岩手地区中学校陸上競技大会
28� 教育委員会議
31� 御所地区民運動会

雫石地区民運動会
宮沢杯西山秋季野球大会

【日　時】8 月 2 日（土）
開演時間：①午後 2 時　②午後 3 時　③午後 4 時
【場　所】小岩井農場まきば園

【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）

無我夢中で働いていたらもう7月！時間の流れが早すぎる…。
月末には、静岡県富士市との少年交流事業があります。皆様のお
力なしには成り立たない事業。何卒、ご指導・ご協力をよろしく
お願いいたします！（A）

平成10年の6月末に雫石に引っ越してきて、ちょうど10年が
経ちました。振り返れば…いや！年ではちょうど折り返し、年度
ではまだ4分の1、振り返るにはタイミングが悪いか(^_^;)まず
はあと半年、突っ走るかな（突っ走れるかな）……。（Yasu）

【7月】
11�～14�

全国高等学校野球選手権　岩手県大会
12� 第60回県民体育大会バスケットボール競技
13� 御明神地区混合バレーボール大会

西山地区壮年男子ソフトボール大会
19�～21�

岩手県中学校総合体育大会
20� 御所地区行政区対抗野球大会
25� 町内小中学校終業式
27� 御所地区壮年ソフトボール大会

雫石地区壮年男子ソフトボール大会
28�～31�

富士市・雫石町少年交流事業
29� 教育委員会議

【日　時】8 月 3 日（日）午前10時～正午
【場　所】中央公民館野菊ホール
＊地元合唱団が受けるワークショップですが、聴
講可能ですので、ご希望の方は中央公民館まで
お問い合わせください。

【日　時】8 月 3 日（日）
午後4時開演（午後3時30分開場）

【場　所】中央公民館野菊ホール
【入場料】前売300円（当日500円）
【プレイガイド】中央公民館及び各地区公民館・村
上写真館・小岩井農場まきば園・大通り佐々木電
気・カワトクプレイガイドで 7月15日から発売
します。

【日　時】8月16日（土）
〈盆踊り大会〉18：00～19：30 〈舟っこ流し〉20：15～　〈花火大会〉20：25～

【場　所】御明神公民館駐車場（盆踊り）・御明神大橋付近河川敷（舟っこ流し・花火大会）
【その他】盆踊り大会に参加すると、豪華景品が当たる大抽選会にも参加できます。お楽しみに！ただし景
品数に限りがありますのでご了承願います。
【問い合わせ】御明神公民館


