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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！

10月5日（日）、「心響・共創・奏感」をテーマに恒例

の雫中祭が開催されました。

教室や第2体育館では、書道などの各種作品、生徒会

や文化部の活動発表の展示が行われ、多くの来場者が興

味深そうに鑑賞していました。

第1体育館では、学年・学級ごとの合唱コンクールが

行われ、詰めかけた保護者や地域の人たちは、生徒の歌

声とその姿に惜しみない拍手を送っていました。1年生

の一生懸命歌おうとする姿勢、2年生の力強い歌声、そ

して3年生の完成度の高い合唱が会場いっぱいに響き渡

り、雫中の合唱のレベルの高さを改めて示しました。と

くに、3年生の学年合唱「最上川舟唄」は、男子の力強

い歌声、女子ののびやかな歌声が体育館に溢れ、聴く人

の心に響きました。 軽快な吹奏楽部の演奏、県内最高の呼び声が高い応援

団の発表でも、暑い夏の厳しい練習で鍛えられた心と身

体がステージ上で躍動し「雫中魂」を見せつけました。

この日は、生徒も先生も、そして保護者や町民も「雫

石中学校の力」に確かな手ごたえを感じた一日となりま

した。
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特 集特 集 ～地域で子どもを育もう！　教育振興運動⑦～地域で子どもを育もう！　教育振興運動⑦

～ 雫石町教育振興運動実践交流会　開催決まる！ 12月6日（土）・中央公民館

年度当初、この実践交流会は地区ごとに開催する予定でしたが、雫石町PTA連
絡協議会との協議の結果、今年度は全町での実践活動交流会として開催することに
決定しました。
これまで、町PTA連絡協議会が毎年12月に実施していた実践活動発表会を発展

的に衣替えし、「雫石町教育振興運動実践交流会」とすることにしたのです。
それぞれの実践区で、実践の中核として活動しているPTAのさまざなな取り組

みを交流し、地域の方々にも参加していただき、一緒に手を携えて子どもたちを見守っていく地域ぐるみ
の運動にしていくきっかけにしたいと願っています。
期日は12月6日（土）、会場は中央公民館大会議室です。午後からの開催で、発表するのは下記の4つ

の実践です。

また、読書講演会もあり、秋田県からの読書推進の実践家を招いて講演していただきます。どうか、地
域の皆さんもご参加ください。
ここで、その予告として3つの発表の概要をご紹介します。

上長山小学校実践区では、実践区の概要を紹介し
た後、読書の取り組みを中心に発表したいと考えて
おります。
その主な内容として、保護者と地域の方からなる
読み聞かせボランティア「こまくさお話の森」によ
る読み聞かせの様子や、各家庭での「親子で読書の
時間を作る取り組み」等の様子を紹介します。
さらに、学習発表会後に一斉に行われた「親子で
図書館の本を借りる取り組み」等の様子も紹介しま
す。

御明神小学校では、読書・読み聞かせに力を入れています。
朝の10分間、子ども達は静かに読書に集中しています。
私たちPTAも、月１回朝読書の時間に交代で全学年に読み
聞かせをしています。
初めは、子ども達の前で本を読むのは緊張しましたが、読
み始めると、子どもたちの真剣な目、キラキラ輝く目にびっ
くりさせられました。上手、下手ではなく、この10分間の
短い交流が何よりも大切なのだと気付かせてもらいました。
「お家でも始めよう親子読書」を目標に、さらに活動を充
実していきたいと思っています。

（PTA・教育文化委員長　藤村　真弓さん）

☆上長山小実践区☆

☆御明神小実践区☆

☆安庭小実践区（スクールプランと連動）☆

☆雫石中（読書の取り組み2008）☆

＜＜＜当日発表予定の実践区＞＞＞
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教育振興運動・実践交流会に関する問い合わせ　社会教育課（内線282）

本校では、県教育委員会が推進している「いわてコミュニティ・スクール推進事業」の実践として、学
校経営の重点「安庭小学校スクールプラン2008（まなびフェスト）」を策定し、家庭や地域と連携し、協
働で推進しています。
実践交流会では、その中から

【基本的生活習慣の定着～　真心をこめた「あいさつ」と「言葉づかい」～】と、
【健康教育・体力づくりの推進　～「早寝・早起き・朝ごはん」の取り組みの充実】を中心に発表します。

地域ごとの実践の様子がわかる絶好の機会です。皆さんのご来場をお待ちしております！

その１　決定事項編

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スポーツ行事について
委　社会体育行事については町のカレンダーに掲載

され、それによって休みを調整し地域のために大

会に臨もうとしている人たちもたくさんいると思

う。そういう日程を簡単に動かしてよいのか疑問

である。ジュニア・シニアに限らず同じスポーツ

を楽しめない人が出てくるのではないか。

委　日程調整などをコーディネートする場がないと

いうことではないか。町全体のスポーツ行事のコ

ーディネーターを、例えば体育協会でやるとか考

えてはどうかと思うのだが。

答　検討いたします。

②子育て施策について
委　6歳までの子育てが将来に大きく影響し重要で

あるといわれるが、そのことを重点にした施策が

必要ではないか。遠野市では「子ども条例」を制

定したようだが、子どもの健全育成対策のため、

町全体の問題として検討していただきたいと思う。

答　町長部局においても子育て育成の施策はとって

いますので、今後、関係機関とのすり合わせが必

要になると思われます。

委 委

答

答

・委員長の選挙について………沼尻委員長が選任されました。

教育委員会定例会リポート（9月）

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
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メリークリスマス！クリスマスケーキを作ろう！
【日　時】①12月7日（日）

②12月8日（月）
【時　間】①②いずれも午前9時～12時
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】500円（別途箱代100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12月
4日（木）までにお申し込みくだ
さい（受付時間：平日8：30～
17：15）。

毎年恒例の干支人形作りを、町内の小学生対象に
開催します。来年の干支は「うし」です。
詳しくは12月号に掲載します！講師は中村鈴呼

さんです。お楽しみに！

【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

「薄味で色濃い人生を♪」をテーマに、おいしい料理を作りましょう！
【日　時】12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】ナス味噌麺・はんぺんときゅうりの根生姜酢・スイートトマトサラダ

☆おまけメニュー…キャロットゼリー
【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・定員】町内在住または勤務の方・15人
【申し込み】中央公民館へ12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】無料託児室を用意できます。事前にご相談ください。

10月からスタートした「雫石町健康・癒し滞在型
観光モニターツアー」の見学地になったこともあり、
おかげさまで入館者数が大幅に増加中です！
腐朽が進んでいた南部曲り屋北側屋根の葺き替え

も現在急ピッチで実施中です。
特に！町民の皆さん、ぜひ年に1度は資料館にお
いで下さい！！

今度の「あそびの学校」は、年末恒例の「しめ飾
り」作りです。
今年1年を振り返るとともに、来年の幸福を願い
ながら作ってみませんか。
【日　時】12月14日（日）

午前10時～午後3時
【講　師】中村允子さん
【受講料】1,200円
【持ち物】剪定ばさみ・軍手

マスク・昼食

児童生徒

133 303 1,275 319 2,030
（＋336）・

一般
町外 その他 計

町内
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【優 勝】林崎チーム
【準優勝】小松チーム
【第3位】八丁野チーム／極楽野チーム

〈男子の部〉 〈女子の部〉
【優 勝】 岩持　誠一 山津田　久子
【準優勝】 高橋　昭幸 川村　京子
【第3位】 土橋　和夫 久慈　栄子

【優　勝】雫石体育会
【準優勝】御所体育会　　【第3位】西山体育会

〈メインの部〉
【優 勝】西山ボンズ
【準優勝】安庭ブルーサンダーズ
【第3位】御明神ゴールデンイーグルス

雫小ダイナミックス
〈育成の部〉
【優 勝】安庭ブルーサンダース
【準優勝】御明神ゴールデンベアーズ
【第3位】西山ボンズ／雫小ダイナミックス

【優 勝】下町四行政区
【準優勝】中町一行政区
【第3位】長根行政区／林行政区

【優 勝】晴山行政区
【準優勝】高前田一行政区
【第3位】小松行政区／東町行政区

野　球
【準決勝】対小川中　1－0

【決　勝】対長内中　0－1

陸上競技
【男子１年100ｍＨ】 第5位　舛沢将汰　16秒92
【男子共通走り高跳び】第3位　細川翔平　1ｍ55
【女子１年100ｍ】 第2位　原　栞菜　13秒59

県中学校新人体育大会（後期）は、11月15日～16日の日程で開催されます。

【お詫びと訂正】
10月号Ｐ7に掲載しました「岩手地区中学校新人体育大会結果」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）優勝　バドミントン女子ダブルス　（正）記載なし

準優勝！
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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 ●
・おろち…………………………………嶽本　野ばら
・オケ老人！…………………………………荒木　源
・三世相－並木拍子郎種取帳－………松井　今朝子
・犯罪小説家………………………………雫井　脩介
・虚栄の肖像…………………………………北森　鴻
・空へ向かう花……………………………小路　幸也
・幕末裏返史………………………………清水　義範
・美女いくさ………………………………諸田　玲子
・黒の狩人（上・下）……………………大沢　在昌
・カラット探偵事務所の事件簿①………乾　くるみ
・深川にゃんにゃん横丁………………宇江佐　真理
・毒のある街………………………………香納　諒一
・薄妃の恋-僕僕先生②- …………………仁木　英之
・新・三河物語（中）…………………宮城谷　昌光
・少しだけ欠けた月…………………………重松　清
・三国志第七巻 ………………………宮城谷　昌光
・わたしの美しい娘～ラプンツェル～

………ドナ・ジョー・ナポリ

● 一般書 ●
・皇太子さまへの御忠言…………………西尾　幹二
・末っ子の取扱説明書 …………………Dalle Dalle
・野菜と果物を「安心」して食べる知恵

…………徳江　千代子・監修
・人生の贈り物…………………アレックス・ロビラ
・奇縁まんだら…………………………瀬戸内　寂聴
・メタボリックシンドロームを治す知恵とコツ

………………主婦の友社・編
・脳を活かす仕事術……………………茂木　健一郎
・米粉のパンとおやつと料理……………舘野　鏡子
・ヤメ検…………………………………………森　功
・闘う政治……………………………………長妻　昭
・図解 28歳からのリアル ……………人生戦略会議
・ウォーキング100のコツ ………園原　健弘・監修
・肩こり・首こりが本当によくなる………寺本　純
・昔ながらの健康食 …………………学習研究社編
・怖い絵２ ………………………………中野　京子

● ヤング・児童書 ●
・ハロウィンドキドキおばけの日…ますだ　ゆうこ
・ルウとリンデン旅とおるすばん……小手鞠　るい
・あいさつ団長……………………よしながこうたく
・しっぱいにかんぱい！…………………宮川　ひろ
・むしのもり……………………………タダ　サトシ
・へんしん！たまごにいちゃん…あきやま　ただし
・きになるともだち……………………内田　麟太郎
・１６歳。死ぬまでにしてみたいこと

………ジェニー・ダウンハム
・キンギョのてんこうせい………………阿部　夏丸
・鈴とリンのひみつレシピ…………………堀　直子
・天空の竜宮城……………………………香月　日輪
・負けるな、ロビー！………マイケル・モーパーゴ
・世界で一番のねこ………………………藤野　恵美
・鬼さんこちら手の鳴るほうへ…………安川　眞慈
・うさこちゃんのさがしもの…ディック・ブルーナ

11月22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
【対　象】小学生
【プログラム】
・ストーリーテリング
「小石投げの名人タオ・カム」…ラオスの昔話
・「おばあさんのすぷーん」…神沢 利子 作
・「ねむいねむいおはなし」…ユリ・シュルヴィツ 作
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

11月20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
【対　象】未就園児
【プログラム】
・えほん「ひとりでうんちできるかな」
・かみしばい「さんびきやぎのがらがらどん」
・パネルシアター「こぐまちゃんのうんてんしゅ」
・工作「でんでんたいこをつくろう」
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！（ 9 /21～ 10/20受け入れ分　計116冊）

＜11～12月の図書館休館日ご案内＞
【11月】17日、23日、24日
【12月】1日、8日、15日、22日、23日

29～31日

本の貸出の際に提示し
ていただいている「図書
館利用者カード」ですが、
最近このカードを紛失す
る方や忘れてくる方が増
えています。
その場合、手続きをしていただいてから貸出を行

いますが、カウンターが混雑する原因の１つとなっ
ています。また、カードの再発行もすぐにはできま
せん。
来館の際は、利用者カードを忘れずに持ってきて

いただき、そして紛失されませんようお願いします。

9月末までの半年間で

のべ374人（62人/月）
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リデュース（ごみの減量）、リユース（何度も使う）、
リサイクル（資源として再利用する）という3つの単
語の頭文字を表す「3R」。
このたび、岩手県が実施したポスターコンクールの

審査の結果、当町から3名もの入賞者が出ました！

受賞者のみなさん、おめでとうございます！

【優秀賞（小学生の部）…受賞者1人】
七ツ森小学校5年・佐々木　来佳（らいか）さん

【奨励賞（小学生の部）…受賞者5人】
西根小学校4年・櫻田　南妃（なみき）さん
西根小学校4年・若林　健秀さん

今、子どもたちは… シリーズ「輝」 42

開設以来の桜の木が園庭を囲む西根保育所

～西根保育所編～

西根保育所　所長　堀合　由紀子

お天気の良い日は、子ども達は散歩や戸外で活動
しています。4月と比べると、集団で遊ぶことが多
くなりました。

小さい子は砂場で頭を寄せ合い、「まんまだよ、
食べて」とままごと遊びや、大きい子の真似をして
鉄棒やジャングルジムにも挑戦しています。大きい
子となると、木登りやタッチゲーム、サッカー教室
で教えていただいた鬼遊び、また一人縄とびや長縄
跳びなど、とにかく体をいっぱいに動かして、汗を
流しています。その一方で、ごっこ遊びでのトラブ
ルでは、それぞれの考え方を出し合い、解決のため
に話し合いをする姿も見られます。
また、自分たちの大切な体の成長に関心が持てる

よう、畑で野菜を育てたり、毎日の給食材料を、赤
（力になる）・黄（血や肉になる）・緑（体の調子を整
える）の食品群に分け、それぞれの働きについて確
認し、「何でも食べようね」と、食育にも取り組ん
でいます。

そして、今年度は駒木野老人クラブや地域のふれ
あいサロンの皆さんと行事を通して交流していま
す。さらに、西根小学校の皆さんとは、授業の見学
をさせていただいたり一緒に遊んだりと交流を深め
ています。

このように、さまざまな方とのふれあいや保育所
生活での体験を大切にし、心豊かなたくましい西根
っ子になってほしいと願っています。

次回は　七ツ森小学校　からの情報をお送りします。

【
優
秀
賞
　
佐
々
木
来
佳
さ
ん
の
作
品
】
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広報「教育しずくいし」 12月号は 12月11日（木）発行予定です。

�11月～ 12月の主な行事予定�
【12月】
6� 雫石町教育振興運動実践交流会
19� 小学校終業式（西根・大村）
22� 雫石小学校終業式
24� 教育委員会議
25� 雫石中学校終業式・小学校終業式
（七ツ森・上長山・下長山・橋場・南畑・安庭）

26� 御明神小学校終業式

社会教育課内　広報「教育しずくいし」編集局（内線284）へ！

この「教育しずくいし」、実は教育委員会のHPでも見られるん
です！地道にアクセス数が伸び、300アクセスを突破。皆さん是
非、HP版もよろしくお願いします。（A）

今年も芸能祭の季節がやってきた。思えば10年前、初めて見た
時は何が何だか分からなかった。民俗芸能の価値を知るためには、
やっぱり繰り返し何度も見ることが大切だと思う。ということで、
みなさん！年に1度の芸能祭は見に来てくださいね～！（Yasu）

【11月】
14� 第56回雫石町小中学校音楽会
15�～16�

岩手県中学校新人体育大会（後期）
22�～23�

第25回岩手県小学生バレーボール育成大会
23� 第51回雫石町無形文化財芸能祭
28� 教育委員会議
30� 第16回雫石町民バドミントン大会

（小学生・大人の部）

�あとがき�

プール清掃の実施に伴い、11月10日（月）～21日
（金）まで、臨時休館となります。
11月22日（土）からは通常営業です。

【問い合わせ】県営屋内温水プール
（TEL：693-3751）

ワックス作業の実施に伴い、12
月1日（月）～3日（水）まで、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）

第10回わたしの主張岩手県大会が紫波第二中学校を会場に開催され、県内
各地区から選ばれた代表19人が自らの考えを訴えました。
盛岡西地区の予選大会で選ばれた（最優秀賞）雫石中学校3年の安本健一さ
んが出場し、見事優良賞を受賞しました！

私たちは、すでに「自分」という世界に一つの「ブランド品」です。この
「自分」というものを「最高のブランド」にするためには見た目ではなく、生
活そのものが大切だと思います。つまり、自分の内面を磨くことが大切だと思
うのです。僕は、内面が磨かれている人というのは、「自分」というものをし
っかり持っている人のことだと思います。
例えば、周りに流されることなく、自分の意見をしっかりいえること。自分

のことだけでなく、相手の立場を考えて行動すること。思いやり。ただ単純な優しさだけでなく、時には自
分に対しても人に対しても必要な厳しさを持てること、などではないでしょうか。
「最高のブランド」それは、有名なメーカーの品物ではなく、「世界に一つしかない自分というブランド」

を自分自身で高めていくことだと思います。僕もまだまだ未熟な自分ですが、いつか「最高のブランド」だ
と胸を張って言える自分を目指していきたいです。 （10月28日付岩手日報に全文が掲載されております。）

以下に、受賞作品の一部を紹介いたします。


