
優れた芸術文化活動の成果を展示・発表し、芸術鑑賞の機会を広く提供する年に1 度の秋の祭典！

今年44回を迎える総合芸術祭に、家族そろってぜひおいでください。
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雫石町教育委員会HPアドレス
http://www.town.shizukuishi.iwate.jpから教育委員会をクリック！

【日　時】11月1日（土） 午前 9 時～午後 5 時

2日（日） 午前 9 時～午後 5 時

3日（月・祝） 午前 9 時～午後 4 時

【会　場】中央公民館

【展示作品】

☆第61回県芸術祭入選作品（絵画・写真・書道・陶芸等）

☆小中学校作品（絵画・書道等）

☆一般応募作品

（絵画・写真・書道・手工芸・陶芸・華道・菊花盆栽等）

【日　時】11月 3 日（月・祝）

午後1時開演

【会　場】中央公民館　野菊ホール

【出演部門】筝曲・謡曲・大正琴・ピアノ

合唱・ギター・洋舞

【日　時】11月 2 日（日）

・3 日（月・祝）

午前10時～午後 3 時

【会　場】中央公民館

2 階ロビーホール

町民作品展・菊花展

舞台発表 茶席　～抹茶とお菓子のお振舞い！

【問い合わせ】 芸術祭実行委員会事務局　社会教育課（内線282）

開幕式 【日　時】11月1日（土）午前9時　【場　所】中央公民館
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特 集特 集 ～地域で子どもを育もう！　教育振興運動⑥～地域で子どもを育もう！　教育振興運動⑥

「家中のみんなで読書を！　～家庭読書20分運動に取り組みましょう～」

今年度、町では「家庭や地域に読書の輪を広げる」ことを目指し、新たに《家庭
読書20分運動》を提唱しました。
全国読書週間を控えた10月、全町あげて取り組む《家庭読書20分運動》とはど

んなものなのでしょうか？

技術の著しい発達によって多くの映像が氾濫する今、活字を読み、
理解し、考えるということは、意識しないとなかなか難しくなってき
ています。子どもはもちろん、大人も同様にじっくり本を読むという
機会が減少しています。
しかし、「じっくり本を読む」ということは、生きる力を育むため
にとても大事なことなのです。昨今、思いもよらないようなさまざま
な事件が頻発していますが、その原因とも言える、ゆとりを失った心
や他人を思いやる気持ちの欠如は、心の栄養とも言われる読書が消え
てきたからかもしれないのです。
子ども達に「読書しなさい」というより、「さあ、一緒に本を読も
うか」と誘い、同じ空間と時間を共有することこそ、大きな働きかけ
となります。
自分自身の生きる力と子どもの生きる力を磨くために、家読（うち
どく）に取り組むのです。

子どもの読書離れがクローズアップされる中で、そのことが生きる力の衰退
につながるという危惧から、学校での「朝読書」という取り組みが広がってい
ます。
これをヒントにして現在展開されているのが、家族みんなで読書をしようと

いう家庭読書運動、そしてその合言葉が「家読（うちどく）」なのです。
慌ただしく過ぎていく毎日、「家庭で時間を決め、家族そろって読書をしよう」
というのはなかなか大変かもしれませんが、家族みんなでテレビなどを消して
読書をし、本の楽しさを語り合う時間は、かけがえのない貴重なものになるこ
とでしょう。

では、どのようにして家読（うちどく）を進めていけばいいのでしょうか？
家読（うちどく）は、教育振興運動の全町共通実践課題として取り組みますので、取り組む期間や読書
時間は各実践区で異なりますが、まず目指すのは「家庭読書20分」です。
そのやり方の原則は、次の 4 つです。

ちなみに、ご家庭では読んだ本の題名を記録しておくと貴重な資料になると思いますので、お勧めです。
家庭読書ノートなどを用意されるといいでしょう。
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☆これまで親子で本を読むこと
ができなかった反省から、夏休
み中は家族で読書する時間を具
体的に決めて取り組み、ほぼ毎
日、親子で楽しむことができま
した。（大村小実践区・6年生）

☆夏休み中、朝学習の時間に子
ども部屋で、親子で読書をしま
した。それぞれが好きな本を読
んで、感想などを話し合いまし
た。
（下長山小実践区・1年生）

☆毎日午後7時～7時30分を
読書タイムとし、家族の協力を
得てテレビを消し、静かな場所
で読書しました。気に入った本
などは何度も読んでいました。

（安庭小実践区・2年生）

☆親子で別々の本を同じ時間に読みました。いつ
もだと同じ時間というのは難しいのですが、夏休
み中だったので何とかできました。毎日ではあり
ませんが、読み始めると20分以上読んでいました。

（橋場小実践区・4年生）

☆親から「読み聞かせをするよ」と子どもに話し、
二人で図書館に行って本選びから始めました。「こ
れ、どう？」「こっちが面白そう！」などのやり取
りを楽しみました。読み聞かせは登場人物によっ
て声を変え、感情を込めて読んでみました。

（雫石小実践区・3年生）

食の安全に関心が集まる中、学校給食に事故米が混

入した食材が使用されていたとの報道で、町民の皆様

には大変ご心配をおかけしております。

町教育委員会が小中学校に対して実施した実態調査

の結果、七ツ森・下長山・西根・御明神・橋場・安庭の

各小学校で「事故米」が混入した「でんぷん」をつなぎ

材料に使った食品を使用していたことが判明しました。

この食品は、東京都内の食品加工会社が製造し県学

校給食会に納入していたレトルト食品「シラス入り厚

焼き玉子」で、平成16～19年までの４年間、合計1,780

食分を県学校給食会から購入し、各学校で１～６回給

食に使用していました。食品に含まれていたでんぷん

の量が１％と少なかったこともあり、現在のところ児

童や教師からの健康被害の届けはありません。

町教委では、今後学校とよく相談をしながら、安全性

の高い食材の選定、購入に一層努力していく考えです。

今年度は、「子ども・教師・親」の3者による運動から、地域の皆さん
にも参加してもらう教育振興運動になっていきます。読書の推進はその
大きな柱ですので、町民の皆さんもこの「家読（うちどく）」に参加し、
毎日の生活に読書を取り入れていただきたいと思います。
あわせて、近所の子ども達に絵本を読み聞かせたり、昔話をしてあげ
たり、家読で読んだ絵本などを紹介してもらえると大変ありがたいです。
教育振興運動は一緒に活動しながら子ども達と関っていく活動です。

ぜひ、近所の子ども達と関っていきましょう！

来月には、読書の機運を高めるというねらいで「第2回雫石町親子読書のつどい」を開催します。
詳しい内容は折り込みチラシのとおりですが、本の世界の楽しさを親子で味わってもらおうと、現在読
み聞かせボランティアさん達が準備を進めています。
ぜひ、この機会を逃さず、本の世界を子ども達と一緒に味わってみませんか。

杉村教育委員が再任されました ・8月定例会での審議案件はありませんでした。
町議会９月定例会において、平成20年９月30日を

もって任期満了となる教育委員の杉村祐一さん（上
町一）が再任されました。任期は平成24年９月30日
までで、２期目の選任となります。

教育委員会定例会リポート（8月）

【教育振興運動に関する問い合わせ】 社会教育課（内線282）または各小学校実践区事務局へ

【問い合わせ】 学校教育課（内線295）

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）

【緊急報告】町内学校給食における「事故米混入食材」の使用について
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おいしい黒糖まんじゅうを作りましょう！
【日　時】①10月19日（日）

②10月20日（月）
【時　間】①②いずれも午前 9 時30分～12時
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】500円
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】①②とも15人
【申し込み】御所公民館へ10月17日（金）までにお申
し込みください（受付時間：平日8：30～17：15）。

【日　時】11月 5 日（水）
午前 8 時30分町役場前集合・出発
（午前 8 時35分御明神公民館前集合も可）

【見学場所】御明神の史跡・神社等の見学と散策
・“赤心”慰霊の塔　　 ・高見館跡
・新里館跡　　　　　　・山津田薬師神社
・春木場の観音堂　　　・橋場関所跡
・天満宮　　　　　　　・山の神神社／三吉神社
・多賀神社　　　　　　　他を予定しています。
＊天候や交通事情により、変更の場合があります。

【参加費】1,500円（昼食代・資料代・保険料等）
【定　員】先着30人
【申し込み】社会教育課へ10月27日（月）までにお
申し込みください（内線284）。

【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

パソコンは初めてという方から、もう一度基礎操
作から学びたい方まで、この機会にパソコンの基礎
知識を学んでみませんか？
【期　日】10月22日（水）～12月24日（水）

毎週水曜・全10回
【時　間】午後7時～9時
【場　所】御明神公民館　集会室
【講　師】高嶋　一秀さん（町内晴山在住）
【内　容】文書作成（ワード）と表計算（エクセル）

の基本操作
【定　員】町内在住または勤務の方・先着15人
【受講料】500円
（テキスト代別途）
【申し込み】御明神公民館
へ10月21日（火）までに
お申し込みください（受
付時間：平日 8：30～
17：15）。

「塩分は　主役じゃなくて　エキストラ♪」をテー
マに、おいしい料理を作りましょう！
【日　時】11月19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】ささみ豆腐ハンバーグ・バターライス

金時豆のサラダ
☆おまけメニュー…きなことゴマの二色巻

【講　師】町食生活改善推進員連絡協議会会員
【受講料】500円
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】15人
【申し込み】中央公民館へ11月10
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。

【主　催】雫石町体育指導委員協議会
【日　時】①10月29日（水）

②11月12日（水）
③11月19日（水）
それぞれ午後7時から2時間程度

【場　所】雫石町営体育館アリーナ
【講　師】雫石町体育指導委員
【対　象】町内在住または勤務の方及びその家族

【定　員】①～③それぞれ20人程度
【受講料】300円
【持ち物】上履き、タオル、飲料水など

（運動できる服装で）
【申し込み】10月14日（火）から受け付けます。社会
教育課（内線286）へお申し込みください（定員に
なり次第締め切ります）。

気軽に楽しめるニュースポーツを通じて、健康維持・体力増進、また、家族や友人との親睦を深めませんか。
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【主　催】雫石町・雫石町教育委員会・雫石町健康づくり推進協議会

（財）雫石町体育協会・雫石町体育指導員協議会

【日　時】10月26日（日）

・参加受付　　　午前 8 時30分

・開会式　　　　午前 9 時

・種目開始　　　午前 9 時50分

・閉会式　　　　午前11時45分

【場　所】雫石町総合運動公園内

【参加資格】どなたでも自由に参加できます！

（参加申し込みは10月20日から町営体育館で受け付けます)

【持ち物】飲み物・汗拭きタオル・着替えなど

＊屋内種目に参加される方は、必ず上履きをご準備ください。

◆ニュースポーツ体験コーナー◆ 「ドッヂビー」やゴルフの基礎が身に付く「スナッグ」などが体験できます

◆ウォークラリー◆大人気！町内を散策しながらクイズに答える雫石マップゲームです

◆ウォーキング◆ 総合運動公園のコースをウォーキング！心拍数を測りながら歩行する有酸素運動です

◆体力測定～貴方の体力は何歳？～◆

握力や長座体前屈、反復横とび、立ち幅跳び、上体起こし、20ｍシャトルランで体力年齢をチェックします

◆脱メタボ代謝アップ◆　 簡単な運動でメタボを予防しましょう！

◆健康チェックコーナー◆

足指力測定・加速度脈波測定・体内脂肪測定などで健康状態を調べます

◆食と健康コーナー

バランスの良い食事って？健康と食事について知ってもらうコーナーです

特　集

【日　　程】スポレク健康祭と同日程で行います
【種　　目】①60ｍ走　 ②100ｍ走 ③200ｍ走

④800ｍ走　⑤1000ｍ走　⑥走り幅跳び　⑦砲丸投げ
【参加資格】町内居住または勤務の方
【申し込み】町営体育館へ参加する種目・氏名をお申し込みください。なお、当日受付も可能です！

【問い合わせ】
社会教育課・保健課（℡692-2111）または健康推進課（℡692-2227）
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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

● 小説 ●
・死墓島の殺人…………………………大村　友貴美
・三月の招待状……………………………角田　光代
・天空の祝宴………………………………堂場　瞬一
・いかだ満月………………………………山本　一力
・きのうの世界………………………………恩田　陸
・おそろし………………………………宮部　みゆき
・容赦なき牙………………ロバート・Ｂ・パーカー
・天安門 ……………………………………Shan Sa
・平等ゲーム…………………………………桂　望実
・銀河祭りのふたり………………………杉本　章子
・犯意－その罪の読み取り方－…………乃南　アサ
・ジョーカーゲーム…………………………柳　広司
・オール－ミッション２－………………山田　悠介
・心霊特捜……………………………………今野　敏
・もっと塩味を！…………………………林　真理子
・ひゃくはち………………………………早見　和真
・上を向いて歩こう…………………ヒキタ　クニオ
・ひかりの剣…………………………………海堂　尊
・告白………………………………………湊　かなえ

● 一般書 ●
・マスキングテープの本……………主婦の友社・編
・名作マンガの間取り……………………影山　明仁
・デジタル一眼レフスタートBOOK……岡嶋　和幸
・間違いだらけのエコ生活………………武田　邦彦
・見てわかる！栄養の図解事典…………中村　丁次
・「よい子」が人を殺す…………………尾木　直樹
・糖質制限食秋のレシピ …………江部　康二ほか
・昭和に学ぶエコ生活……………………市橋　芳則
・老いのシンプルひとり暮らし…………阿部　絢子
・がけっぷちナース………………………山内　梨香
・美女と竹林……………………………森見　登美彦
・うつが私にくれたもの…………………沢口　瑤子
・幸せの絆…………………………………木村　藤子
・わたし、男子校出身です。……………椿姫　彩菜
・人気の建築家が設計した本当にいい間取り357選

…主婦の友社・編

● ヤング・児童書 ●
・Sisters～新しいルームメイト～C・B・レスマン
・死体ばんざい………………………………星　新一
・魔女スピカからの手紙…………あんびる　やすこ
・へんしんマジック………………あきやま　ただし
・デモナータ７幕～死の影～………ダレン・シャン
・崖の国物語第９巻 ………ポール・スチュワート
・チェンジング……………………………吉富　多美
・崖の上のポニョ……………………………宮崎　駿
・ＲＤＧ……………………………………荻原　規子
・パワー…………………………………ル＝グウィン
・おひさまはどこ？………………フィリス・ルート
・はっきよい畑場所………………かがくい　ひろし
・イラスト版 10歳からの性教育

…“人間と性”教育研究所
・明日もまた生きていこう……………横山　友美佳
・こころ飛ぶ、いのち駆ける…………池田　まき子

10月25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】
・ポケットのないカンガルー

…エミイ・ペイン 作
・赤ずきん…グリム 作　　　など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

10月16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「おおきくなったら」
・かみしばい「もりのおふろ」
・パネルシアター「かそうパーティー」
・工作「ハロウィンをたのしもう」 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！

新着図書をご紹介！（ 8 /21～ 9 /20受け入れ分　計108冊）

読まなくなった本を持ち込んだり、読みたい本を持ち帰ったり、秋の読書週間（10/27～11/9）を前に、
お気に入りの本を見つけてみませんか。

＊マンガ雑誌や週刊誌及び書き込み・落書き等をしている図書の持ち込みはご遠慮ください。

【期　間】10月22日（水）～27日（月）
【場　所】中央公民館１Ｆ　ふれあいひろば

＜10～11月の図書館休館日ご案内＞
【10月】13日、20日、27日　　【11月】3日、10日、17日、23日、24日
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～　団　体　戦　～ 【優　勝】安庭小学校Ａ　　【準優勝】雫石小学校Ａ　　【第3位】御明神小学校Ａ
～　個　人　戦　～

このたび、腐朽が進んでいた南部曲り屋北側屋根
の葺き替え工事を行うことになりました。
工事の進み具合によっては、曲り屋内の見学に一

部影響が出る可能性もありますが、めったに見るこ
とのできない葺き替え作業が見られる絶好の機会で
もあります。工期中に曲り屋を見に来ませんか？
なお、工期は11月30日までを予定しています。

今度の「あそびの学校」は、フェルトの帽子を作
ります。
【日　時】11月9日（日）午前10時～午後3時
【講　師】高橋淑子さん
【受講料】2,000円
【持ち物】タオル2枚・はさみ

長靴・ビニール袋・昼食

☆野球
☆バレーボール女子
☆卓球男子団体
☆バドミントン男子団体
☆バドミントン男子ダブルス
（細川・岩根組）

☆バドミントン女子シングルス
（木村華依選手）
☆バドミントン女子ダブルス
（佐山・山本組）
☆柔道男子団体
☆柔道女子団体

☆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
☆卓球女子団体
☆バトミントン女子団体
☆バドミントン男子シングルス（山本翔之選手）
☆柔道男子個人50㎏級（古川選手）

☆柔道男子個人55㎏級（小野寺選手）
☆柔道男子個人81㎏級（谷地選手）
☆柔道男子個人90㎏級（佐藤選手）
☆柔道男子個人90㎏超級（谷地選手）

【優　勝】晴山行政区　　【準優勝】大村行政区　　【第3位】赤滝行政区／下春木場行政区

【優　勝】晴山行政区　　【準優勝】御所スポーツクラブ　　【第3位】七ツ森・丸谷地行政区

順位 3年生の部 4年生の部 5年生の部 6年生の部

優勝 渋田　瑛樹（安　庭） 川村　祥樹（御明神） 新里　淳樹（御明神） 田屋舘　優（安　庭）

準優勝 小西　　弾（安　庭） 三浦　拓斗（西　根） 南黒沢　奨（御明神） 川崎　謙吾（安　庭）

3位 南黒沢　毅（御明神） 横手　広夢（雫　石） 高橋　真哉（南　畑） 長澤　優樹（雫　石）

4位 川崎　清純（安　庭） 若林　健秀（西　根） 櫻　　　亮（雫　石） 吉田　大志（御明神）

5位 鈴木　慶嵩（西　根） 佐々木　稜（雫　石） 平子　光樹（御明神） 藤原　智紀（西　根）

6位 高橋　慧太（安　庭） 林尻　　剛（御明神） 田村　　大（雫　石） 上野　敬太（安　庭）



8 広報●教育しずくいし●2008●10●No.43●8

広報「教育しずくいし」 11月号は 11月13日（木）発行予定です。

�10月～ 11月の主な行事予定�
【11月】
1� 第34回雫石町内継走大会
2� 雫石町卓球選手権大会

（兼　雫石町行政区対抗卓球大会）
8�～9�

第16回雫石町民バドミントン大会
9� 雫石小学校学習発表会
14� 第56回雫石町小中学校音楽会
22�～23�

第25回岩手県小学生バレーボール育成大会
28� 教育委員会議

社会教育課内　広報「教育しずくいし」編集局（内線284）へ！

先日のボランティアまつりでは、暑い中、元気いっぱいに遊ぶ
子どもたちと、お祭りを支えるスタッフ・ジュニアリーダーの姿
に感心。個人的には、とっても優しい男の子に折り紙を作って
「もらった」のが一番の思い出です。（A）

「山」での調査活動は、紅葉から雪が降り始めるまでの短い期間
が勝負所。今年も雫石街道橋場～国見峠の踏査を行います。実は
知ってるようで知らなかった街道の姿…ようやく成果をまとめる
ことができそうです（内容はまだ秘密）。乞うご期待！（Yasu）

〈お知らせ〉「今、子どもたちは…　シリーズ「輝」」は、都合によりお休みしました。
11月号では、西根保育所からの情報をお届けします。どうぞご期待ください。

【10月】
18� 小学校学習発表会

（西根・橋場・大村・南畑）
18�～19�

岩手県中学校新人体育大会（前期）
19� 雫石高校思郷祭

雫石町秋季スポーツ少年団野球大会
25� 小学校学習発表会

（七ツ森・上長山・下長山・御明神・安庭）
26� 雫石町スポーツレクリエーション健康祭
29� 教育委員会議

☆中央公民館野菊ホール
10月末まで休館中☆

【期　日】11月15日（土）
【時　間】午後 4 時開演（開場午後3時30分）
【場　所】中央公民館　野菊ホール
【入場料】全席自由・前売500円／当日700円
【講　師】山本 博 氏（アテネ五輪アーチェリー競技・銀メダリスト）
【入場券】10月15日（水）から下記プレイガイドで発売します。
中央公民館及び各地区公民館・川徳プレイガイト・村上写真館
大通佐々木電気

【その他】無料託児室を用意できます。事前にご相談ください。
【問い合わせ】中央公民館（TEL692-4181）

町教育委員会では、学校保健法に基づき、平成21年4月に小学校
へ入学するお子さんの健康診断を各小学校で実施します。対象となる
お子さんがいるご家庭には、9月下旬に受診の日時や場所等をお手紙
でお知らせしておりますので、ご確認の上、必ず受診してください。
なお、お知らせが届いていない場合や当日都合のつかない方は、下
記にご連絡ください。

�あとがき�

【連絡及び問い合わせ】学校教育課（内線295）

アテネオリンピック・アーチェリー競技「銀」の山本博さんが、「20年かけて銅から銀へ　～それからまた
次の挑戦へ～」の演題で講演を行います。


