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編集・発行／平成20年 8月 14日　雫石町教育委員会　
〒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！

昭和46年 7 月30日、雫石町上空で全日空機・自衛隊機衝突事故が発生、乗員乗客162人が亡くなる
大惨事となりました。犠牲者の多くは富士市の方々だったこともあり、事故後33回忌を契機として、そ
の教訓を後世に伝えるため両市町の少年交流事業は始まりました。
5 年目の今年は、富士市の児童40人が雫石町にやってきました。

7 月28日は歓迎式とウェルカ
ムパーティーで富士市の一行を
迎えました。

パーティーでは、雫石町のジ
ュニアリーダー「ＳＫＹ」のメ
ンバーも登場！富士市の児童も、
10時間以上のバスの長旅とは思
えないほど元気いっぱいレクを
楽しんでいました。

期間中（29日・30日）、富士市の児童は雫石町の家庭にホームステ
イをし、町の子どもたちとの交流を深めていきました。長いようであ
っという間の4日間、富士市の児童も、そしてホームステイ先となっ
た雫石町の児童にもたくさんの思い出が残ったことでしょう。
来年は、雫石町の児童が富士市を訪問する予定です。事業を通じて

友情が深まり、ますます交流がさかんになるといいですね。

29日の午後は、葛根田川で川
遊びと自然体験です。あいにく
の天気で川遊びは中止となりま
したが、河川公園でのイワナつ
かみどりやスイカ割りを大いに
楽しんでいるようすでした。

30日は、550段の階段を上っ
て慰霊の森に行き、犠牲者の冥
福を祈った後は、清掃活動もが
んばって行っていました。

31日朝、帰郷式を行った後、
バスは富士市に向かい出発して
いきました。

＜中屋敷町長の歓迎あいさつ＞

＜大きなイワナをゲット！＞

＜犠牲者の冥福を祈りました＞

＜バス出発！名残惜しそうです＞

＜ホームステイ受入式の一コマ＞

＜手遊び…ジュニアリーダーの手に注目！＞ ＜惜しくもスイカをスルー！＞
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特 集特 集
～地域で子どもを育もう！　教育振興運動④「中継…各実践区の取り組み状況（１）」～地域で子どもを育もう！　教育振興運動④「中継…各実践区の取り組み状況（１）」

今年度の町の教育振興運動は、各小学校区を実践区として、『町全体の共通
課題』＋『実践区ごとの独自課題』に取り組んでいます。
それぞれの実践区でどのような話し合いがあり、何に取り組んでいるのか、

今月号から 3 回シリーズで紹介していきます。第 1 回は、大村・西根・雫石
小実践区からの報告です。

大村小学校区実践区では、6 月19日（木）
三者の話し合いを行い、今年度は雫石町の共
通課題「読書大好き雫石っ子」家庭読書20分
運動「うちどく」に取り組むことを確認し合
いました。
7 月の第 1 週を家庭読書強化週間として、

１回以上の親子読書実施を目標に取り組みま
した。どの家庭でも、目標を達成でき、中に
は、ほとんど毎日親子で読書した家庭もあり、
読書に対する意識が高まってきています。
夏休みや冬休みで親子読書やわが家のおす

すめの一冊の取り組みをしたり、地域の方々
へ読み聞かせの会への参加を呼びかけたりし
ながら、運動を盛り上げていきたいと考えて
います。

西根小学校実践区では、6 月19日（木）に、地域・学校・児童の
3 者代表が集まり、今年度の取り組みについて話し合いました。
独自課題①は、「地域の人は、みんな先生」で、地域での職場見

学や職場体験を通して、働くことの大切さと生き方を学ぶことです。
②は、「アチャン師に学ぶ助け合い」で、先輩であるアチャン師に
思いやりと助け合いの気持ちを学び、資源回収のボランティア活動
を行って、益金をタイの奨学基金に送金することです。③は、「わ
たしたちの自慢『西根さんさ』」で、地域の名人さん達から踊りを
学び、運動会、敬老会、チャリティーショーで披露しながら、守り
伝えていくことです。④は、「わたしたちの西根をきれいに」で、
毎月第 3 火曜日に、通学路のゴミを拾いながら登校して、自分た
ちの西根地区をきれいにし、大切にしていく心をもつことです。
共通課題「読書大好き雫石っ子」では、親子読書を活発にし、

「家庭読書 1 日10～20分」を呼びかけます。夏休みには、2 つの
子ども会で「読み聞かせ会」を行います。
西根小実践区では、地域全体が協力し学校だけでは経験できない

体験を通じて、子どもをよりよく育てていこうとする気運がありま
す。
今後も、地域・学校・家庭の連携を大切にしながら、子どもを育

てていきます。

大村小学校実践区

西根小学校実践区
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大村・西根・雫石小実践区とも、積極的にそれぞれの課題に取り組んでい
るようすがうかがえます。地域の皆さんも、ぜひ地域の子ども達と関わり、
声をかけていただきますようお願いします
来月は、下長山・南畑・橋場小実践区での取り組みのようすを紹介する予

定です。どうぞお楽しみに！

朝の登校時のざわめきから静寂の時間へ。本のページを
めくる音だけが聞こえる朝読書。朝から、気持ちを集中さ
せて読書に取り組む子ども達の姿が見られます。
また、読書月間の取り組みとして、夕読みを行ったり、9

月17日（水）に行われる図書祭りでは、ＰＴＡ図書部の皆さ
んが影絵を上演したりします。今年は、地区民の皆さんに
もお越しいただき、みんなで読書の秋に浸る予定です。
雫石小学校区の独自課題は、「あいさつ」です。人と人と

を結ぶかけがえのないものということで取り組んでいます。

雫石小学校実践区

本校の資料室にある「和顔愛語」という書。「いつも笑顔で　やさしい言葉を」の副題も。この精神を
子どもたちや地域の中に広め、みんなで豊かな心を育んでいきたいです。

教育振興運動に関する問い合わせ 社会教育課（内線282）

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）

その１　承認事項編　　～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体育事業について
委　地区体育会が主催する体育事業の一本化につい
てどのように考えるか。新たに委嘱されるスポー
ツ振興審議会委員の方々と検討していくべきと思
うが。

委　競技種目によっては地区ごとの開催ができない
種目もでてきており、種目別協会で対応している
ところもある。行政区単位でやれるか、町一本で
やるかどうか検討の時期にきていると思う。地区
体育会も種目別協会もいろいろ考えているよう
だ。真剣に考えて頂きたい。

答　各地区体育会では、それぞれ主体的に話し合っ
て行事などを決めていますので、こちらから指示
はできませんが、審議会の中でも話をしていきた
いと考えています。

②保・幼・小連携について
委　就学前の幼稚園や保育所での子ども達の状況等
について、小学校への情報提供等の機会はあるの
か。

答　個人情報保護の関係で、親の了解を得なければ
子どもの情報を伝えられない状況になっていると
いう問題はありますが、お互いの了解の上で行っ
ていると思います。また、就学前の面談や小学校
訪問等により、話はされているものと思われます。

委

委

委

答

答

・雫石町スポーツ振興審議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて

教育委員会定例会リポート（6月）
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………………☆バレーボール☆………………
・男子　準々決勝　対渋民中　0－2（ベスト 8 ）
………………☆バトミントン☆………………

・男子団体　準々決勝 対川崎中 1－2（ベスト8）
・女子団体　準々決勝 対赤崎中 1－2（ベスト8）

………………☆野球☆………………
2 回戦　対西南中　0－1

………………☆卓球☆………………
・女子団体　1 回戦　対上野中　2－3
・男女個人　2 回戦

………………☆剣道☆………………
・男子個人　中屋敷翔平　ベスト32

………………☆柔道☆………………
・男女団体　1 回戦
・女子個人　田斎早百合　第 3 位

………………☆ソフトテニス☆………………
・女子団体 2 回戦　対花巻中　1－2

…☆陸上競技☆～女子総合　第 2位！…
・1 年男子100ｍＨ
第 2 位　舛沢将汰　16秒32

・2・3年女子1500ｍ
第 5 位　吉田真奈美　5 分0秒89
…………☆水泳（入賞者分）☆…………

・女子100ｍバタフライ
第 7 位　土樋智枝　1 分16秒77

・女子200ｍバタフライ
第 6 位　土樋智枝　2 分59秒26

① 雫石町公民館運営審議会　～5月29日開催

その１　報告事項編　　～以下の議案が報告されました～
・平成19年度事業実績について

その２　協議事項編　　～以下のことがらについて審議・協議が行われました～
①平成20年度事業計画について　　　　　　　　②生涯学習事業について
③生涯スポーツ事業について　　　　　　　　　④施設管理について

＊11月頃に開催する第2回審議会では、20年度事業の中間報告と21年度事業計画について審議される予定です。

【質疑応答の詳しい内容などに関する問い合わせ】中央公民館（TEL 692-4181）

② 雫石町スポーツ振興審議会　～7月2日開催

その１　委嘱状交付・役員選任　　～新委員に委嘱状が交付されました～
【委員紹介（敬称略）】
会長：田中秀雄（町体育協会）／副会長：伊藤正三（体育指導委員）
委員：細川和夫（雫石体育会）・舛沢誠一（御所体育会）・村田和久（西山体育会）・古舘純（御明神体育会）

簗場元介（一般公募）・斉藤敏朗（一般公募）
【任　期】平成20年 7月 1日～平成22年 6月30日（2年間）

その２　報告事項編　　～以下の議案が報告されました～
（１）雫石町の生涯スポーツ振興の在り方について

①平成19年度生涯スポーツ事業実施報告並びに平成20年度事業計画について
②平成19年度体育施設の利用状況報告について

（２）社会体育施設の整備状況について
その３　質疑事項編　　～以下のことがらについて質疑が行われました～
①体育施設の改修、修繕等について
（体育館雨漏り修繕・体育館全館暖房・陸上競技場設備修理・鶯宿運動場トイレの水洗化など）
②児童生徒の体力、運動能力について
③各地区体育行事について

【質疑応答の詳しい内容などに関する問い合わせ】社会教育課（内線283）

東北大会出場者分の成績はP 8をご覧ください。
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【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

おいしい料理で「内臓脂肪に宣戦布告」しましょう!
【日　時】9 月17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】きのこたっぷりマーボー豆腐

小松菜とゆばの煮浸し･まぜご飯
ハマグリの潮汁　

【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
9 月 8 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。

【日　時】9月28日（日）午後2時～4時
【場　所】中央公民館　視聴覚室
【内　容】大塚富夫氏・吉田瑞穂氏（IBC岩手放送）
のお二人による朗読

【作　品】
☆内海隆一郎・作「パズルのかけら」「父の部屋」
☆山本文緒・作「庭」

【対　象】町内在住の中学生以上または町内勤務の方
【受講料】無料

（事前申し込みが必要です）
【定　員】先着50人
【申し込み】中央公民館へ 9 月16日（火）までにお申
し込みください（受付時間：平日8：30～17:15）。
＊なお、期限前でも定員に達し次第締め切ります。

【その他】無料託児室あります。ご相談ください。

今年は、曲り屋の軒先にスズメバチがよく近づい
てきます。ハチの巣は、見つけ次第取り除いてはお
りますが、未練のあるハチが付近を飛び回っている
ことがあるようです。来館の際はご注意ください。

9 月の「あそびの学校」は、いよいよほうき草の
収穫をします。
どうぞ見学にいらしてください！

【日　時】9 月 7 日（日）
午前10時～午後 3 時

【場　所】資料館集合
その後現地に移動

雫石町国際交流協会では、在住外国人のみなさんが地域の人々とよい関係を保ちながらお互いに快適な暮らしがで

きるよう、町教育委員会と県国際交流協会の後援を頂いて「日本語教室」を開設しています。

8 月20日から開催するこの教室に、ぜひ参加してみませんか？また、知り合いに在住外国人がいる方は、ぜひその

方に受講をお勧めしていただきたく、よろしくお願いいたします！

【日　時】8 月20日以降・毎週水曜　午後 6 時30分～ 9 時　　　【場　所】中央公民館

【問い合わせ】町国際交流協会事務局（担当者内線291）

特に！町民の皆さん、ぜひ年に1度は資料館に!!

児童生徒

22 160 522 159 863

一般
町外 その他 計

町内
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新着図書をご紹介！（ 6 /21～ 7 /20受け入れ分　計80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 ●
・特命…………………………………………麻生　幾
・ラブコメ今昔………………………………有川　浩
・地の日天の海（上・下）………………内田　康夫
・遠ざかる家………………………………片山　恭一
・フラワーズ………………………………谷村　志穂
・銀の感覚（上・下）……………ラルフ・イーザウ
・あぽやん…………………………………新野　剛志
・虚夢…………………………………………薬丸　岳
・さよなら渓谷……………………………吉田　修一
・平台がおまちかね…………………………大崎　梢
・ヴァン・ショーをあなたに……………近藤　史恵
・神の狩人………………………………柴田　よしき
・21-twenty one ………………………小路　幸也
・錦………………………………………宮尾　登美子
・１日３時間しか働かない国 ………Ｓ.アゴスティ
・ギフト………………………………………日明　恩
・ポドロ島 ………………………L・P・ハートリー

● 一般書 ●
・レジる？レジれば…レジるとき!?……ののか　恵
・時間とは何か………………………………池内　了
・似たもの言葉のウソ!ホント?…梅津　正樹・編著
・豚のＰちゃんと３２人の小学生………黒田　恭史
・こんなことでよろしいか………………佐藤　愛子
・ふたりの品格………………永　六輔・矢崎　泰久
・赤ちゃんに絵本を読むということ

……………京都家庭文庫地域文庫連絡会・編
・アキレスとカメ…………………………吉永　良正
・情報は1冊のノートにまとめなさい…奥野　宣之
・いまこそ国益を問え論戦2008 ……櫻井　よしこ
・tan-tan第３号……………ジプシー編集工房・編
・発明の世界史……………………中本　茂実・監修
・「育てにくい子」と感じたときに読む本

……………………………………佐々木　正美
・怖い絵……………………………………中野　京子
・メタボリックシンドローム…山下　静也・総監修

● ヤング・児童書 ●
・かいけつゾロリカレーVS.ちょうのうりょく

………………………………………原　ゆたか
・やかまし村の子どもたち ……Ａ.リンドグレーン
・ばんごはんはねこざかな………わたなべゆういち
・まめうしくんとこんにちは……あきやま　ただし
・みつあみちゃん………………………………くみこ
・クラウディアのいのり…………………村尾　靖子
・ノーチラス号の冒険９ …………Ｖ.ホールバイン
・ちいさなあなたへ………………アリスン・マギー
・ねこの手かします……………………内田　麟太郎
・コッコじかんがはじまるよ…………ケス・グレイ
・トロール・ブラッド（上・下）

…………………キャサリン・ラングリッシュ
・復讐プランナー……………………あさの　あつこ
・でんじろう先生の超ウケる実験ルーム

…………………………米村でんじろう・監修
・ほしのメリーゴーランド………………寮　美千子
・うみのいえのなつやすみ………………青山　友美
・100かいだてのいえ ………………いわい　としお

8 月21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『ちゃいろいこぐまちゃんのちいさないす』
・かみしばい『わにわにくんのおふろ』
・パネルシアター『ぞうさんのさんぽ』
・工作『ペットボトルでつくってあそぼう』 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！

8 月23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】・
・ちぃちゃんのかげおくり…あまんきみこ・作
・おこりじぞう…山口　勇子・作
・えんぴつびな…長崎　源之助・作

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

電気点検・工事のため、下記の期間、当館の
Webサービスを停止します。
【サービス停止期間】
① 8 月25日（月）午前 8 時

～26日（火）午前 9 時
② 9 月21日（日）午後 5 時

～24日（水）午前 9 時

＜ 8 ～ 9 月の図書館休館日ご案内＞
【 8 月】18日、25日
【 9 月】1日、8日、15日、22日、23日、29日
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」 40

「豊かな心」をはぐくむ環境教育の推進

～御明神小学校編～

御明神小学校　校長　石川　盛二

本校では、自然や生活環境の保全の心及び奉仕の
心や福祉の心の育成と醸成を期し、①緑の少年団活
動（学校林の保全活動）、②チョウセンアカシジミの保
護観察、③アルミ缶回収、④ 4者連携による河川清
掃、⑤公共施設の清掃の5つを大きな柱として、計画
的・継続的・組織的に環境教育に取り組んでいます。

①第 1回学校林植樹祭以来18年間、植樹、計測、
下草刈り等の作業を通して森林体験学習に取り組ん
でいます。
②平成13年に校地内のトネリコの木に卵を移植し

たのが取り組みの開始です。現在では既に本校産の
卵が羽化しています。
③平成 7年のアルミ缶収益金による福祉施設への

車椅子寄贈第 1号に始まり昨年末までに計16台を収
益金で購入し、福祉施設等に寄贈させていただいて
います。

このように長い間、充実した取り組みや活動を継続し、かつそれが高く評価され、内閣総理大臣賞をは
じめとする数多くの賞や感謝状を頂くことができたのはＰＴＡや地域及び学校林管理会等の皆様方の心温
かいご支援があったからです。関係者の皆様方に深く感謝申し上げます。

④平成 6年から、小中高生及び父母連携により竜
川清掃に取り組んでいます。
⑤地域内ＪＲ春木場駅の清掃や、駅内での児童の

図工作品の展示等を通して、平成12年より美化奉仕
に取り組んでおりま
す。これらの活動は、
すべて児童の自主的
な意欲からスタート
したものであり、全
児童で本気になって
取り組んだことが、
児童一人一人の豊か
な心の涵養に大きく
つながったと信じて
います。

優　勝 八区行政区
準優勝 野中行政区
第3位 葛根田行政区／林崎行政区

次回は　安庭小学校　からの情報をお送りします。

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

優　勝 大村行政区
準優勝 赤滝行政区
第3位 外桝沢行政区／鶯宿行政区

優　勝 晴山行政区
準優勝 中沼行政区
第3位 林行政区／七ッ森・丸谷地行政区

優　勝 谷地行政区
準優勝 晴山行政区
第3位 長根行政区／七ッ森丸谷地行政区

優　勝 山津田行政区
準優勝 天瀬行政区
第3位 横欠行政区／下川原行政区
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広報「教育しずくいし」 9月号は 9月 11日（木）発行予定です。

�あとがき�

�8月～ 9月の主な行事予定�
【9月】
5� 岩手地区中学校駅伝大会
6� 第11回岩手県ミニバスケットボール

交流大会岩手地区予選
7� 第38回東北居合道大会
13�～14�

ミズノカップ第4回雫石ラージボール卓球
オープン大会
第61回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会

14� 雫石町壮年男子ソフトボール大会
雫石町女性ソフトボール中央大会

18� 上長山小学校学校公開
20� 雫石町ＯＢ野球大会
20�～21�

岩手地区中学校新人体育大会
25� 七ツ森小学校学校公開
28� 第28回雫石町混合バレーボール中央大会
30� 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）

静岡県富士市との少年交流事業では、多くの方々にご協
力頂き、ありがとうございました！事業の準備も交流も、
勉強になることばかり。参加してくれた児童の皆さん、ぜ
ひこれからも交流を深めていって下さいね。（A）

8 月は「よしゃれ月間」。ところで、一口に「よしゃれ」と言っ
ても、どれくらいの種類の踊りがあり、どのように伝承されてき
たのか？調査と記録のための映像作成事業が先月スタートしまし
た。町民の皆さんからの情報もお待ちしています！（Yasu）

【8月】
18� 小中学校始業式

（上長山小・西根小・雫石中）
19� 小学校始業式（雫石・七ツ森）
20� 小学校始業式

（下長山・御明神・橋場・南畑・安庭）
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
第37回宮澤杯西山秋季野球大会

＜お詫びと訂正＞
7 月号P3 に掲載した岩手地区中総体結果の中に、記

載の誤りがありました。お詫びして訂正します。
（誤）準優勝　ソフトテニス男子団体
（正）準優勝　ソフトテニス男子個人（田齋・小川組）

……………☆バレーボール女子☆……………

決　勝　　対大船渡中　　2－0
………☆バドミントン女子ダブルス☆………

………………☆水　泳☆………………

・男子200ｍ自由形
第 2 位　阿部悠太選手 2 分 4 秒58

………………☆陸　上☆………………

・共通棒高跳び　第 2 位　高橋一真選手　3 ｍ20
・1 年女子100ｍ 第 2 位　原栞菜選手 13秒44
・共通女子400ｍリレー　第 2 位　51秒01
米沢安衣理・下澤田優衣・原栞菜・阿部夏美選手

・1 年女子1500ｍ　第 1 位
村田菜子選手　5 分 7 秒86

・3 年男子100m 但馬直樹選手
・共通男子400mリレー　
高橋・奥平・高橋・但馬・高藤選手

がんばれ！雫中生！ 8 月 8 日～10日に開催さ
れる東北大会の結果は、9 月号でご紹介します。

ワックス作業の実施に伴い、9 月 8 日（月）～
11日（木）の利用時間が一部変更になります。
【問い合わせ】町営体育館（TEL 692-5030）

ホール照明設備改修工事の実施に伴い、9 月～
10月はホールの使用はできません。
【問い合わせ】中央公民館


