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出場者数は過去最高を大幅に更新！ 〜雨の中、選手のみなさんお疲れさまでした
近年、参加者がどんどん増加しているこの岩手山ろくファミリーマラソン！ 25回の節目を迎えた今年は、
過去最高だった昨年をさらに上回る1,645人から参加申し込みがありました。
昨年とは打って変わっての雨模様

10時30分過ぎには続々と選手が

午前10時から、ハーフマラソン、

となった今年のファミリーマラソ
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おめでとう
！
第25回岩手山ろくファミリーマラソン入賞者紹介
（町内出場者分）
おめでとう
！
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おめでとう
！
第25回岩手山ろくファミリーマラソン入賞者紹介
（町内出場者分）
【10km 男子30歳〜39歳】
２位 №1107 目移 和行さん 記録0:33:28

【３km 家族ペア】
１位 №4007 桐山 一也さん・大輝さん

【10km 男子50歳〜59歳】
１位 №1467 遠藤 富雄さん 記録0:37:03

記録0:12:12
☆最高齢者賞 木村 民二さん

【４km 男子中学生】
３位 №2103 村上 映人さん 記録0:13:56
４位 №2114 村田 彪我さん 記録0:14:37
【３km 男子小学校低学年】
５位 №3033 村田 涼輔さん 記録0:13:11

教育委員会職員が自らの仕事や思いをつづる「リレーコラム」がスタート！（P８）
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特集

家読推進キャンペーン

読書は心のご飯です

〜家族みんなで読書をタップリと〜

今年度は、読書への取り組みとして『家読（うちどく）』を重点に推進することに
しました。
これは、家庭内で読書をする時間をもっともっと取りましょう！という運動です。
読書は、楽しみながら『考える力』や『思いやる心』
、
『読解力』
『想像力』
『語彙力』などを育てます。子ども達がこれから大人となり、多くの人々と関
わって明るく元気に生きていくために欠くことのできない栄養そのものです。
その栄養をしっかり与えるには、周りの大人の役割がとても大事なのです。
そのため、地域ぐるみの子育て運動である教育振興運動で取り上げることに
したのです。
良い本を与えること、本を読む環境を整えること…何よりも、一緒に同じ
本を読むことが大事です。それは、お子さんと同じ本を読むことで、その感
動を共有し、語り合うことができ、お互いの考えを知る手がかりを得ること
ができるからです。

家読のはじめかた
①まずテレビを消して、家族一緒に本を読んだり、

②次に我が家の家読ルールづくりをしましょう。

同じ本を読み聞かせしたり。あるいは同じ本を回し

☆家族そろって、いつ・どこでしようか？

読みして、その後にだんらんしたり…。本を手がか

☆読み聞かせにするか、同じ本を回し読みするか？

りに家族でのおしゃべりを復活させましょう。

☆時間は何分間くらいにするか？

ところで、どんな本を読んだらいいのでしょうか。

☆読んだ感想などは交換日記風にするか、だんらん

おススメは子どもの本、特に『絵本』です。絵本

にするか？

には子ども達の心を揺さぶる感動的な内容が厳選さ

…などなど、家族みんなで話し合い、家読の約束を

れた文章で端的に表現されていますし、大人であれ

決めて取り組んでみましょう！

ばすぐ読み終えることができるからです。

雫石町教育振興運動準備会では、
『家読10（テン）運動』を提唱しています！
・
『家読』を10分間以上やりましょう！
・１年間に10冊以上読みましょう！
・10人の人におススメの本を紹介しましょう！

雫石っ子を今、地域の大人の力で「かしこく

心豊かで

逞しく」育てるため

さあ、それぞれの家で「家読」を始めましょう！

☆家読標語を募集中☆

〜募集期間：６月５日〜７月10日

現在、『家読』の啓発のため、町内の小学生を対象として「家読標語コンクール」
を実施しています。
各小学校実践区から１人１点の作品を募集、低学年・中学年・高学年の部に分け
て審査し、それぞれの入選作品をステッカーにして、各家庭に配布することにして
います。
【教育振興運動に関する問い合わせ】 社会教育課（内線286）
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５月28日（木）の夜、町内の地区子ども会育成会の連合体
である雫石町子ども会育成会連合会（通称：子育連）の総会が
開催され、34名の育成会会長が集まりました。
総会終了後、今年度の重点目標である研修充実の第１回とし
て、県レクリエーション協会の相馬満枝さんによる「レクゲー
ムあれこれ」の実技研修を行いました。子ども達に明るく声を
出せるような工夫を大事にするよう、実際にレクを体験しなが
ら教えていただき、楽しく、充実した研修会となりました。今
後、夏季休業中の子ども会活動に生かすなど、明るく活発な子
ども会を目指します。

教育委員会定例会リポート
（ 5 月）
５月定例会での審議案件はありませんでしたが、委員懇談会では次のようなことについて話し合われました。
①運動会について
委 七ツ森小の運動会はあいにくの天候だったが、
整然とした素晴らしい入場行進だった。観客の中
からも「素晴らしい」という声がたくさんあり、
特に１年生は大きく手を振り、１ヶ月余りでこん
なに成長するのかと教育の偉大さを実感した。
中学校については、課題はあるものの進歩して
いると思って見てきた。
②学校支援員について
委 学校支援員の配置状況が替わっているようだ
が、これは町単独の予算事業か。子どもの状態に
よっては支援員自体もストレスを感じているので
はないか。支援員への支援もしてほしいと思う。
答 町単独の事業で、当初、雫石小と御明神小は１
名だけの配置でしたが、再募集により１名ずつ追
加しました。教員との関わりもあり２年ぐらいで
ローテーションしていくこととしており、状況を
把握しながら対応していきたいと思います。

③少年少女合唱教室等について
委 少年少女合唱教室には何名ぐらいの申し込みが
あったのか。とてもいい事業なのでたくさんの子
ども達に参加する機会を与えてやりたい。また図
書館等も利用させたい。土曜日の子どもの過ごし
方、移動手段など教育委員会の支援があればよい
と思う。
答 今年度は約20名の参加申し込みがありました。
昨年度より少し増えています。保護者の方々にお
願いする部分が大きいと思いますが、委員会とし
ても支援を検討したいと思います。
④スポーツ傷害保険について
委 各種スポーツ行事が始まる時期である。スポー
ツ傷害保険の給付該当のものが発生したときの対
応について、内容がよくわかっていないようだ。
期日が過ぎて給付されないことがあった。保険給
付が受けられるよう事務局で把握し確認していた
だきたい。
答 スポーツ傷害保険の取りまとめを行っている地
区体育会の事務局に話しておきます。

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）

教育委員会諮問機関 会議リポート（ 雫石町社会教育委員会議
■その１ 委嘱状交付
■その２ 決定事項編

5月22日）

〜議長、副議長の選任について

委員互選により、五日市委員が議長に、関委員が副議長に選出されました。

■その３

報告事項編

〜以下の議案が報告されました〜

・平成21年度生涯学習・文化行政の方針について（平成21年度版「雫石の教育」から）
・平成21年度社会教育課事業報告（5月まで分）について

■その４

質疑応答編

質疑応答で取り上げられた主な話題は以下のとおりでした。
①施策に関する表現について
②文化・芸術に関する講演会等のあり方について

③国際交流活動について
④スポーツ大会について

【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282）
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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 ☆町営体育館・町総合運動公園 ………………………692-5030
☆雫石公民館……692-3458
☆御所公民館 ……692-2214 ☆県営屋内温水プール …………………………………693-3751
☆御明神公民館…692-3228
☆西山公民館 ……693-3321 ☆ゲートボール場…695-2031 ☆ケッパレランド …695-2211

☆ホットスイムアクア教室☆
岩手県営屋内温水プールでは、アクア教室を実施しています。
楽しい環境でアクアエクササイズを学び、健康増進に活かしてみませんか。
【開催日時】6 月12日・19日・26日
【受講料】初回2,000円
7 月 3 日・10日（いずれも金曜日）
以降、１回の受講につき500円（保険料含む）
午後１時30分〜２時30分
【申し込み等】詳しくは、県営屋内温水プール（ホ
【対 象】18歳以上（高校生を除く）の方
ットスイム）へお問い合わせください。

☆平成21年度雫石町民筋力アップ＆体力向上教室 3 期・4 期☆
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！
☆平成21年度雫石町ジュニア・アスレティック教室
＜＜

３期

＞＞

【期

７月７日
（火）
開講
日】 ９月15日
（火）
まで毎週火曜・全10回
※ただし、８月11日
（火）
は除きます。

【時

間】

【場

所】 町営体育館

【内

容】

【講

師】 （財）
雫石町体育協会スタッフ

午前10時〜11時30分

3 期・4 期☆

＜＜

４期

＞＞

７月９日
（木）
開講
９月17日
（木）
まで毎週木曜・全10回
※ただし、８ 月13日
（木）
は除きます。
①午前の部：午前10時〜11時30分
②午後の部：午後 7 時〜 8 時30分

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

【対象・定員】 町内在住の方・先着10人

町内在住の方・①②それぞれ先着10人

【受 講 料】 2,500円（施設使用料・保険料含む）
【申 し 込 み】

６月22日
（月）
〜６月30日
（火）
までに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。

☆平成21年度雫石町民筋力アップ＆体力向上教室 3 期・4 期☆

☆平成21年度雫石町ジュニア・アスレティック教室 3 期・4 期☆
ゴールデンエイジにいろいろな運動を体験しましょう！
＜＜

３期

＞＞

【期

７月７日
（火）
開講
日】 ９月15日
（火）
まで毎週火曜・全10回
※ただし、８月11日
（火）
は除きます。

【時

間】 午後 4 時30分〜 6 時

【場

所】 町営体育館ほか運動公園内施設

【内

容】

【講

師】 （財）
雫石町体育協会スタッフ

＜＜

４期

＞＞

７月９日
（木）
開講
９月17日
（木）
まで毎週木曜・全10回
※ただし、８ 月13日
（木）
は除きます。

バランスボール・マット運動等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・バスケットなど）

【対象・定員】 町内の児童（6 〜12歳）
・先着10人

町内の児童（6 〜12歳）
・先着10人

【受 講 料】 1,500円（施設使用料・保険料含む）
【申 し 込 み】
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６月22日
（月）
〜６月31日
（火）
までに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。
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☆おやつ作り教室☆
おいしいレアチーズケーキを作ってみましょう！
【日 時】①６月28日
（日）②６月29日
（月）
どちらも午前 9 時30分〜12時
【場 所】御所公民館（御所地区健康増進センター）
【定 員】各15人
【講 師】長瀬裕子さん（釜石市在住）
【受講料】500円
【申し込み】御所公民館へ ６ 月
25日
（木）
までにお申し込みく
ださい。

☆歴史民俗資料館 あそびの学校☆
今年度は草木染めで雫石の四季を楽しんでいます。
７月は、クルミ・クリ・クズの葉で染めを体験し
てみましょう。
【日 時】第１回：７月３日
（金）・７月４日（土）
第２回：７月10日（金）
・７月11日（土）
＊いずれも午前10時〜午後３時
【場 所】歴史民俗資料館
【受講料】各回1,200円程度（材料代実費）
【持ち物】染めるもの、長靴、ゴム手袋、昼食
【申し込み・問い合わせ】予約が必要です。
歴史民俗資料館（TEL：692-3942）
※木曜日休館

♪歌声の輪に仲間入りしませんか？〜しずくいし混声合唱団へのお誘い〜♪
♪歌声の輪に仲間入
♪歌声
仲間入りしませんか？
りしませんか？〜しずくいし
しずくいし混声合唱団
混声合唱団へのお
へのお誘い〜
い〜♪
「音楽で町づくり」を合言葉に合唱活動に取り組んでいる「しずくいし混声合唱団」では、４月から今年度
の活動を開始しています。
今年度は改めて歌声づくりに取り組み、より豊かで響きあう合唱をしたいと考えています。
合唱の練習は、心身のリフレッシュには最高です。思う存分、体から声を出すことで、ストレス発散や気分
転換にもなります。
私たちは、ともすると日常の忙しさに翻弄されがちですが、共に歌う喜びや溶け合う響きの心地よさを味わ
い、疲れを癒し豊かな時間を過ごす合唱活動を一緒に楽しみませんか？そして、《歌声の響く町づくり》をみ
んなで進めましょう！
【練習日】原則、毎週木曜日 19時〜21時
【会 場】中央公民館 リハーサル室（野菊ホールの場合もあり）
【練習曲】
「雨ニモマケズ」
、組曲「風の三郎」
、
「この道」ほか
【指揮者】岩崎賢江さん、佐々木郁二さん
【発表の場】町芸術祭、地区音楽祭、町民音楽祭など
【会 費】月1,000円
【問い合わせ】事務局 佐々木（TEL692‑2485）

お知らせ〜町立図書館
☆子育てに絵本を！

“ブックスタート”7月から実施します‼☆

「小さな頃から本と触れ合ってほしい」
「絵本を通じて、肌のぬくもりのなかで、ことばと心を
通わす“かけがえのないひととき”を持ってほしい」
そんな願いを込めて、図書館からお子さん方に絵本をプレゼ
ントする『ブックスタート』を再開します。
今年度は、平成20年度生まれのお子さん方を対象として、乳
児健診（１歳児）または１歳６ヶ月児健診会場で実施します。
お楽しみに‼
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新着図書・イベント紹介

〜町立図書館

幼児対象「たんぽぽおはなし会」
子ども達が心豊かに育って欲しい。子育て最中のお母さん
方にも子どもさんと一緒に楽しんでもらいたい。そしてお
家でも子どもさんを抱っこして絵本を読んであげ、子ども
さんとのふれ合いをもってもらえればと願いつつ、月１回
第３木曜日に幼児向けのおはなし会を開いています。
【日 時】６月18日
（木）10時30分から
【会 場】中央公民館 2 階 視聴覚室
【プログラム】
・えほん『あそびましょ』
・かみしばい『むしさんのさんぽ』
・パネルシアター『ぷくぷく』
・こうさく『
「コロコロ虫」をつくろう』

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！

新着図書をご紹介！（４/21〜５/20受け入れ分
● 小説 ●
・マイ・ブルー・ヘブン …………………小路 幸也
・たまゆらり ………………………………高橋 克彦
・新版 劒岳<点の記> …………新田 次郎・原作
・恋衣とはずがたり ……………………奥山 景布子
・ゴットストン犬舎の迷走 …………………大橋 肇
・プラ・バロック …………………………結城 充考
・パラドックス13…………………………東野 圭吾
・死夢（シニユメ） ………………………小笠原 慧
・津軽百年食堂 ……………………………森沢 明夫
・晋平の矢立 ………………………………山本 一力
・ヨコハマＢ-side ………………………加藤 実秋
・きみと選ぶ道 ………………ニコラス・スパークス
・名もなき書（上・下） …………………アノニマス
・空白の桶狭間 ………………………………加藤 廣
・黒船秘恋 …………………………………諸田 玲子
・梅灯り …………………………………藤原 緋沙子
・脳内出血 …………………………………霧村 悠康
・最初に探偵が死んだ ……………………蒼井上 鷹

計100冊）

● 一般書 ●
・いつもおおきん …………………福井県若狭町・編
・職場不適応症 ………………………………渡辺 登
・服部幸應の「食のはじめて物語」 ……服部 幸應
・ごみゼロへの道〜町田市と物理学者の挑戦 広瀬 立成
・スーパーの裏側 …………………………河岸 宏和
・卵･牛乳･白砂糖･小麦粉なし。でも「ちゃんとおい
しい」しあわせお菓子 …………………岡村 淑子
・給料を上げたければ部下を偉くしろ …上野 和典
・迷路脱出 …………………………………宇津美 勲
・リンボウ先生のうふふ枕草子 ………………林 望
・無趣味のすすめ ……………………………村上 龍
・最初のオトコはたたき台 ………………林 真理子
・待ってくれ、洋子 ………………………長門 裕之
・絶妙な「報・連・相」の技術 ………丸田 富美子
・リストラ･解雇･倒産に備える裏表防衛マニュアル
…………………………北村 庄吾
・北雲 第37号……………雫石町芸術文化協会・編
・子どもと楽しむ岩手あそび場スポット ジェイアクト

● ヤング・児童書 ●
・あわてんぼフンガくん ………………国松 エリカ
・とってもとってもあいたいの! …シムズ･タバック
・たこやきようちえん ……………さいとう しのぶ
・ブリジンガー(上･下) …クリストファー･パオリーニ
・由宇の154日間 ……………………たから しげる
・ミニカーミュートだいかつやく！ ……福田 利之
・ペットフードのひみつ ……………学習研究社・編
・ハルのふえ …………………………やなせ たかし
・牛丼のひみつ ………………………学習研究社・編
・せかいでいちばんすてきなないしょ
……………………クリフ・ライト
・まめうしくんとＡＢＣ …………あきやま ただし
＜６〜７月の休館日ご案内＞
・レッドシャイン …………………………濱野 京子
【６月】15日、22日、29日
・ストーンハート ………チャーリー・フレッチャー
【７月】６日、13日、20日、27日
・アイアンハンド ………チャーリー・フレッチャー
・かいとうドチドチどろぼうコンテスト …柏葉 幸子
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小学生以上対象「しずくいしおはなし会」
毎月第４土曜日の午前10時から図書館で小学生を対象とし
て開催される、紙芝居・絵本・童話などの読み聞かせの会です。
「おもしろい本を読んでもらって、笑ったり、どきどきした
りして、楽しい本の世界を知って貰えたらいいな。そして、読
書好きの子どもがたくさん増えたらいいな。
」と願って、
「おは
なしの雫」の会員10名が読み聞かせしています。
【日 時】６ 月27日
（土）10時から
【会 場】中央公民館 １ 階 特別会議室
【プログラム】
・
『ともだちになろうよ』…中川ひろたか さく
・
『ももたろう』…五味太郎 さく
・
『てがみをください』…やましたはるお さく など

今、子どもたちは…

シリーズ「輝」 49

平成21年度のスタート

おはなしの雫の皆さんが
みんなを待ってまーす！

〜雫石中学校編〜

〜1人1人がベストを尽くす

雫石中学校 副校長 大倉

徹

①生徒会オリエンテーション（４／８）
１年生に生徒会の仕組みや委員会活動、部活動の
紹介をしました。１年生は、真剣なまなざしで先輩
達の様子を見ていました。

②盛岡一周継走応援（４／19）
応援団、チアリーダー、吹奏楽部が選手達を一生
懸命に応援しました。応援を受けた選手達もベスト
を尽くすことができました。

③体育祭Ⅰ（５／16）
各学年の全員リレーでは学級の団結をより強いも
のにすることができました。

④体育祭Ⅱ（５／16）
各組団の応援合戦では、一生懸命に練習した成果
を披露することができました。

次回は 橋場へき地保育所 からの情報をお送りします。
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リレーコラム
昨年度に実施した町政モニターアンケートで、
「教育委員会の仕事を紹介してほしい」という声が多く寄
せられました。教育委員会の職員は普段何をしているのか？ 今年度特に力を入れていることは何か？
また、日々を過ごす中で思うことなどを教育委員会の職員が自らお伝えするためのリレーコラムを始めま
した！ 第１回は教育長からスタートです！

〜 楽しみな学校だより 〜

今日も届いた。町内全ての学校から送られてくる。私が何よりも楽しみにしている学校だよりである。
ほとんどが一枚物だがカラー刷りもある。行間から伝わってくる熱い思いに心打たれる。保護者も同感で
あろう。
たよりには、学校内外での子どもたちの活躍ぶりや協力いただいた保護者へのお礼などが一杯盛り込ま
れている。心豊かな成長をと願う切なる思い、また学校の温もりや息遣いが伝わってくる。使命感を貫く
（町教育長 村上 功）
先生方の姿に、私も溢れる思いが込み上げてくるのである。
☆野菊ホールからのお知らせ☆

☆ホットスイム夏季利用時間延長のお知らせ☆

野菊ホールの付帯設備（備品）として設置して
あるグランドピアノは、オーバーホールの為、６
月いっぱいまで使用できませんのでご了承下さ
い。
※なお、野菊ホールは通常どおり使用できます。

下記の期間中、利用時間を延長します。
【期 間】７月18日（土）〜８月22日（土）
月曜日〜土曜日：午前10時から午後８時まで
日曜日・祝日 ：午前10時から午後５時まで
皆様のご来場をお待ちしております！

＜お詫びと訂正＞
５月号表紙に掲載いたしました「特集 しずくいし
の文化財 大集合！」の記事におきまして、問⑦の写
真に誤りがありました。右の写真が正しいものになり
ます。
読者及び関係者の皆様には、大変ご迷惑をおかけし
ましたことをお詫び申し上げますとともに、ここに訂
正いたします。

 ６月〜 ７月の主な行事予定 
【６月】

13㈯〜14㈰
雫石町春季スポーツ少年団野球大会
14㈰ いわて銀河100㎞チャレンジマラソン大会
21㈰ 御明神地区行政区対抗野球大会
20㈯〜22㈪
岩手地区中学校総合体育大会
24㈬ 第43回町小学校陸上記録会
26㈮ 教育委員会議
28㈰ 第41回雫石地区混合
バレーボール大会

【７月】
２㈭

雫石町老人スポーツ大会

６㈪〜９㈭ 子育て講演会
６㈪：御明神地区 ７㈫：西山地区
８㈬：雫石地区
９㈭：御所地区
11㈯〜14㈫
第91回全国高等学校野球選手権岩手県大会
12㈰ 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
18㈯〜20㈪ 県中学校総合体育大会
19㈰ 第47回御所地区行政区対抗野球大会
24㈮ 町内小中学校終業式
教育委員会義
26㈰ 第44回御所地区壮年ソフトボール大会
28㈫ 大村小学校終業式
28㈫〜31㈮ 富士市・雫石町少年交流事業

 あとがき 
忙しさに追われているうちにすっかり初夏らしくなってきて、草
木の緑と青い空が本当に綺麗ですが、活発に動き出した動物たちが
巻き込まれた事故のあとを見るたびに悲しくなります。様々な命を
大切にする社会でありたいと思います。（A）

自身久しぶりの大規模発掘調査が始まるということで、ただ今そ
の準備に追われています。始まればほとんど野外での作業というこ
とで、そうとう日焼けするんだろうな…いや、それよりも真夏に体
力がもつかが心配な今日この頃です。（Yasu）

広報「教育しずくいし」 ７月号は ７月９日
（木）発行です。
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