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梅雨空を吹き飛ばす！梅雨空を吹き飛ばす！梅雨空を吹き飛ばす！梅雨空を吹き飛ばす！梅雨空を吹き飛ばす！

第43回雫石町小学校陸上記録会　開催結果発第43回雫石町小学校陸上記録会　開催結果発表！表！～6月24日（水）～6月24日（水）第43回雫石町小学校陸上記録会　開催結果発第43回雫石町小学校陸上記録会　開催結果発表！表！～6月24日（水）～6月24日（水）第43回雫石町小学校陸上記録会　開催結果発表！～6月24日（水）
天気は快晴、気温もぐんぐん上がり暑い中での大会となりましたが、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。
今年は二つの大会新記録が誕生し、全体的に記録レベルの向上が感じられました。

種　目 5年女子 6年女子 5年男子 6年男子

100Ｍ 細川　浩代（七ツ森）
15″95

德田　彩香（七ツ森）
14″55

林尻　　剛（御明神）
14″65

高橋　真哉（南　畑）
大会新 13″49

200Ｍ 小田日葉理（安　庭）
33″49

坂井　汐莉（上長山）
32″29

若林　健秀（西　根）
33″24

高橋　真哉（南　畑）
28″06

800Ｍ（女子）
1000Ｍ（男子）

高橋　正子（安　庭）
2′58″35

吉田　彩花（雫　石）
2′47″11

下田中　歩（雫　石）
3′27″47

村上　純人（上長山）
3′24″66

80ＭH 高橋　瑠奈（雫　石）
16″37

佐賀　葉月（七ツ森）
15″36

坂本　佳太（雫　石）
15″55

山崎　貴人（雫　石）
13″79

ボール投げ 野中美紗希（上長山）
大会新 39ｍ52

千葉　雅子（雫　石）
39ｍ38

若林　健秀（西　根）
48ｍ73

大谷地健哉（御明神）
48ｍ21

走り高跳び 水口　真憂（御明神）
1ｍ12

德田　彩香（七ツ森）
1ｍ24

高橋　諒介（雫　石）
1ｍ13

簗場　　廉（雫　石）
1ｍ33

走り幅跳び 内舘　　葵（雫　石）
3ｍ18

安本　来輝（橋　場）
3ｍ73

三浦　瑠一（下長山）
3ｍ74

細川　一輝（雫　石）
4ｍ02

400ｍリレー （女子）七ッ森小学校　59″18 （男子）雫石小学校　56″53

【各種目の優勝者と記録紹介】（敬称略）

優勝のみなさん、おめでとうございました！
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中継…各実践区の取り組み状況⑴特 集特 集 中継…各実践区の取り組み状況⑴
今年度は中学校でも実践区が誕生、実践区での取り組みが広がります。それぞれの実践区での取り組みの

様子を今月号から５回シリーズで紹介していきます。
第１回目は、雫石小実践区と大村小実践区の動き出しの報告です。

【教育振興運動に関する問い合わせ】 社会教育課（内線286）

雫石小学校
「おはようございます」すがすがしいあいさつが、
学校の内外で交わされ、一日が始まります。雫石小
学校区では、スクールガードの皆さんの他、毎日、
自治会等で独自に見守り活動に取り組む地区が、３
地区もあります。先日、非常時の場合に備えた一斉
下校の訓練を行った際には、雨にもかかわらず、た
くさんの方々が、学校に駆けつけ、下校指導をして
くださいました。本校資料室にある『和顔愛語』の
書。「いつも笑顔で　やさしい言葉」を合い言葉に、

地域とのつながりを強めてきています。
また、「読書大好き雫石っ子」の取り組みとして、

毎週月・木曜日の朝読書の実施、先日は、「おはなし
の雫」の皆さんによる読み聞かせを行うなど、本に
触れる楽しさを様々な形で体験してきています。今
年は、ＰＴＡボランティアによる「読み聞かせ隊」
を募り、さらに親子で本のおもしろさを味わう機会
も増やす予定です。

大村小学校
大村小学校実践区では、６月18日（木）に三者の話し
合いをもちました。本実践区は神楽の伝承、スポーツ
少年団の活動等が、地域全体で子どもたちを育てて
いるという意識のもとに行われています。今年度も
それらの地域独自の課題と読書への取り組みとの２
本の柱で子どもたちを育もうとしているところです。
話し合いの始めには、読書について、昨年度の反

省が校長より話されました。子どもたちは学校では
たくさん本を読んでいるものの、保護者からのアン
ケートの結果では、家ではあまり本を読んでいない
という様子。今年度は伝承活動やスポ少の活動のス
ケジュールとの調整を図りながら、家読にも計画的
に取り組めるよう、まずは７月に行う読書強化週間

について、「家読10」を目標に親子で具体的に話し合
いましょうと呼びかけました。
子ども側からの、毎日取り組みたいという希望、

どの時間帯なら家族みんなで読めるだろうかという
思案、感想の伝え合い方の検討等、それぞれの家庭が
和やかにあるいは真剣に話し合い、配布したプリント
に記入した後、子どもたちからの発表を行いました。
最後にPTA会長さんから、「親はなかなか本を読む

ことが少ないのですが、これを機会に、子どもとい
っしょにがんばって読書に取り組みましょう」とい
う挨拶があり、たくさんの拍手が湧き起こりました。
進んで取り組むという意欲が見られたスタートとな
りました。
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①子育て講演会について
委　いよいよ動き出したと感じる。大変期待してい
る。問題はPR、できるだけ多くの人たちに参加
して頂くよう手だてをして頂きたい。

答　教育振興運動の準備会に学校も加わっているの
で、そこを通じて各地区PTAへお願いをしてい
ます。さらに、老人クラブや婦人会にも呼びかけ
ています。親の方々に来てほしいと思っています。

②富士市交流事業について
委　親元を離れての静岡での交流活動、とてもよい
体験学習である。応募状況はどうか。また自己負
担等はあるのか。

答　募集定員40名のうち、現在26名の応募がありま
す。再度学校へお願いしていますが、希望者がある
そうで増加の予定です。８千円の自己負担があり
ますが、子どもたちにはいい経験になると思います。

委

答

教育委員会定例会リポート（６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）

６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。

委

答

◎第36回御所地区混合バレーボール大会（６月７日）
優　勝 矢櫃・九十九沢・町場行政区
準優勝 安庭行政区
第３位 鴬宿行政区
第３位 矢用行政区

◎平成21年度雫石地区行政区対抗野球大会（６月７日）
優　勝 七ッ森・丸谷地行政区
準優勝 中沼行政区
第３位 林行政区
第３位 黒沢川行政区

◎平成21年度御明神地区壮年ソフトボール大会（６月７日）
優　勝 下春木場行政区
準優勝 南行政区
第３位 谷地行政区
第３位 横欠行政区

◎第38回雫石町スポーツ少年団春季野球大会
（６月13〜14日）

≪メインの部≫
優　勝 安庭ブルーサンダース
準優勝 西山ボンズ

≪育成の部≫
優　勝 西山ボンズＪｒ
準優勝 御明神小学校ゴールデンベアーズ

◎平成21年度御明神地区行政区対抗野球大会
（６月21日）

優　勝 まがき行政区
準優勝 南行政区
第３位 天瀬行政区
第３位 上春木場行政区

◎第42回西山地区行政区対抗野球大会（６月28日）
優　勝　篠崎行政区
準優勝 五区行政区
第３位 小松行政区
第３位 極楽野行政区

◎第41回雫石地区混合バレーボール大会（６月28日）
優　勝　林行政区
準優勝　晴山行政区
第３位 高前田一行政区
第４位 東町行政区

町内町内の各種各種スポーツスポーツ大会　結果報告！大会　結果報告！町内町内の各種各種スポーツスポーツ大会　結果報告！大会　結果報告！町内の各種スポーツ大会　結果報告！
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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

【開催日時・場所】
①８月５日（水）９時30分〜12時〈中央公民館〉
②８月５日（水）13時30分〜16時〈御明神公民館〉
③８月６日（木）９時30分〜12時〈雫石公民館〉
④８月６日（木）13時30分〜16時〈七ツ森小学校〉
⑤８月７日（金）９時30分〜12時〈御所公民館〉
⑥８月７日（金）13時30分〜16時〈西山公民館〉
【講　師】そのだ　つくし氏（漫画家・町内在住）

【対　象】町内の小学生
【定　員】各回先着20人
【受講料】１人500円
【申し込み】中央公民館へ７月
27日（月）までにお申し込み
下さい。（受付時間：平日８
時30分〜17時15分まで）

☆手作りクラブ夏休み編　〜夏の思い出をマンガにしよう！☆

旧46号沿線の歴史について学び、案内役を体験
します。

【日　時】８月20日（木）
開講式10時〜15時30分（全８回）
【場　所】中央公民館ほか、町内の名所
【定　員】先着20人
【講　師】滴石史談会　事務局長　新里榮弘氏

【受講料】1,000円
【申し込み】中央公民館窓口へ直接、または電話で
お申し込み下さい。（受付期間：７/９〜８/10まで
の平日８時30分〜17時15分）
【対　象】町内在住及び勤務の方で、徒歩で散策で
きる方

【その他】無料託児室がありますので、ご相談下さい。

☆雫石なんだり学級　〜まちなか物語案内人を目指せ！☆

【活動日時】毎週水・木・土曜日
午後６時30分〜午後８時

【場所】雫石町営体育館　柔道場
※見学も随時受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ】
雫石町柔道スポーツ少年団　　
・斉藤　敏朗（斉藤靴店）：692－3058
・山崎　忍　：090－7792－2714

☆団員募集のお知らせ　〜柔道スポーツ少年団〜☆

【日　時】８月５日（水）　10時〜12時
【場　所】御明神公民館
【対　象】児童（小学６年生まで）
【定　員】20人
【受講料】無料
【持ち物】不要（公民館で準備します）
【申し込み・問い合わせ】
御明神公民館（TEL：692-3228）
【その他】作ったとうろうは、８月16日（日）に行わ
れる御明神夏まつりの舟っこ流しの時に一緒に流
していただきます。

☆とうろうづくり教室☆
【日　時】８月16日（日）
〈予定〉　盆踊り大会　18時〜19時30分

舟っこ流し　20時15分〜
花火大会　　20時25分〜

【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。
※ただし景品数に限りがありますのでご了承下さい。
【問い合わせ】御明神公民館（TEL：692-3228）

☆第31回御明神夏まつり☆

『心・技・体』柔道精神を学んでみませんか。
心・・・礼儀・作法を学び相手を敬う心を学ぶ
技・・・相手を倒すことだけではなく、自らの身を守る術を学ぶ
体・・・基礎体力を向上させ、病気・怪我に負けない体をつくる
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☆第4３回雫石町小学校陸上記録会　入賞者（２位・３位）記録集 〜６月24日・雫石町営陸上競技場

【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 内舘　　葵（雫　石）

15″99
中村　美那（西　根）

14″81
鎌田　直志（雫　石）

15″28
山崎　貴人（雫　石）

14″37

3位 櫻田捺津子（雫　石）
16″57

安本　来輝（橋　場）
15″54

坂本　佳太（雫　石）
15″38

赤沢　龍哉（御明神）
14″45

200Ｍ
2位 水口　真憂（御明神）

33″81
阿部　綾夏（七ツ森）

32″71
簗場　　丈（雫　石）

33″33
簗場　　廉（雫　石）

28″46

3位 細川　浩代（七ツ森）
34″14

佐々木留菜（七ツ森）
33″33

佐々木和希（安　庭）
33″91

大谷地健哉（御明神）
30″58

800Ｍ
（女子）
1000Ｍ
（男子）

2位 須藤茉由菜（七ツ森）
3′01″71

杉田　　爽（雫　石）
2′51″15

柿木　郁人（橋　場）
3′32″56

高橋　倫幸（七ツ森）
3′26″62

3位 藤村　　舞（七ツ森）
3′02″23

佐々木真耶（七ツ森）
2′55″25

佐藤　裕也（雫　石）
3′41″25

八重樫耕生（雫　石）
3′27″73

80ＭH
2位 下川原愛華（御明神）

16″81
滝澤　茉由（上長山）

15″61
横手　亮祐（雫　石）

15″76
正木　慎一（雫　石）

14″83

3位 広瀬　亜美（安　庭）
17″45

石山　成美（御明神）
15″70

佐々木和希（安　庭）
16″23

谷地健太朗（御明神）
15″02

ボール投げ
2位 伊藤　瑠奈（雫　石）

30ｍ51
大橋　由莉（御明神）

35ｍ12
石井　航大（上長山）

42ｍ96
正木　慎一（雫　石）

47ｍ46

3位 高橋加奈絵（安　庭）
29ｍ51

村田　香音（下長山）
32ｍ37

瀬川　洋志（七ツ森）
42ｍ85

坂井　和樹（雫　石）
46ｍ97

走り高跳び
2位 山本　樹里（雫　石）

1ｍ12
佐藤くるみ（上長山）

1ｍ24
木田宗太郎（七ツ森）

２位 1ｍ10
川崎　龍清（安　庭）

1ｍ24

3位 古館　理子（七ッ森）
1ｍ09

滝澤　茉由（上長山）
1ｍ18

横手　亮祐（雫　石）
２位 1ｍ10

赤沢　龍哉（御明神）
1ｍ24

走り幅跳び
2位 下澤田華名（御明神）

3ｍ13
阿部　綾夏（七ツ森）

3ｍ57
丹内　直土（安　庭）

3ｍ54
斉藤ひかる（七ツ森）

３ｍ83

3位 村上玲衣華（雫　石）
3ｍ07

吉川　椎菜（下長山）
3ｍ54

小性堂　新（雫　石）
3ｍ50

村上　純人（上長山）
３ｍ78

400ｍリレー
2位 御明神小　　　　61″68 御明神小　　56″78

3位 西根小　　　　　61″96 上長山小　　61″33
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● 小説 ●
・みちのく忠臣蔵…………………………梶　よう子
・たどりそこねた芭蕉の足跡……………佐藤　雅美
・大阪は踊る………………………………高遠　　響
・まっすぐ進め……………………………石持　浅海
・絶望ノート………………………………歌野　晶午
・誘惑……………………………………北原　亞以子
・ＩＮ………………………………………桐野　夏生
・シェイクスピア・シークレット（上・下）

…ジェニファー・リー・キャレル
・悪魔の調べ（上・下）………………ケイト・モス
・１Ｑ８４（Book 1・2） ……………村上　春樹
・福家警部補の再訪………………………大倉　崇裕
・裁くのは僕たちだ………………………水原　秀策
・龍神の雨…………………………………道尾　秀介
・一手千両………………………………岩井　三四二
・アントキノイノチ……………………さだ　まさし
・運命の人（一〜三）……………………山崎　豊子
・訪問者……………………………………恩田　　陸
・白いワルツ………………………………白木　沙波

● 一般書 ●
・羆撃ち……………………………………久保　俊治
・生まれ変わりの村②……………………森田　　健
・一冊でわかる日本地図・世界地図 …成美堂出版・編
・自閉っ子、こういう風にできてます　続々

……岩永　竜一郎×ニキ　リンコ
・怖い絵　３………………………………中野　京子
・ひざ・肩・腰が楽になる一生健康７秒体操

…………………………湯浅　景元
・奇縁まんだら　続……………………瀬戸内　寂聴
・さとしわかるか…………………………福島　令子
・完全ガイド　皆既日食…………………武部　俊一
・あたりまえだけどなかなかできない33歳からのルール

…………………………小倉　　広
・長寿の食卓………………………………永山　久夫
・「アルツハイマー」からおかえりなさい

…………………………荒井　和子
・人生、負け勝ち…………………………柳本　晶一
・日本人の老後……………………………長山　靖生
・下半身からみるみるやせる腰…………ＳＨＩＮＯ

● ヤング・児童書 ●
・桜桃（さくらんぼ）のみのるころ……今江　祥智
・ブリジンガー（上・下）…クリストファー・パオリーニ
・もういいよう………………………あまん　きみこ
・アン先生、急患です！…………………福田　隆浩
・鍼灸師・マッサージ師になるには…小野寺　素子ほか
・うわさのがっこう　へんなえんそくのうわさ

…………………きたやま　ようこ
・ＲＤＧ ２〜はじめてのお化粧〜 ……荻原　規子

・碧空の果てに……………………………濱野　京子
・あめぽぽぽ…………………………ひがし　なおこ
・魔法の館にやとわれて …ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
・なきすぎてはいけない………………内田　麟太郎
・ものしりなぜ・なに？どうして？へぇそうなんだ

…………………………本間　正夫
・ペネロペのはる なつ あき ふゆ …アン・グッドマン

新着図書をご紹介！（５/21〜６/20受け入れ分　計200冊）

＜７〜８月の休館日ご案内＞ 【７月】13、20、27日　【８月】3、10、17、24〜31日

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

【日　時】７月25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】
・『花さき山』…斎藤　隆介・作
・『ふるやのもり』…今村　泰子・ぶん

など

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】７月16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『なにたべるかな』『うちのきんぎょ』
・かみしばい『おおきなぼうし』
・パネルシアター『いないいないばぁ』
・こうさく『たなばたさまをつくろう』　　　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！

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 小学生以上対象「しずくいしおはなし会」

～臨時休館のお知らせ～

期間：８月24日（月）
〜８月31日（月）

図書館システム更新作業のため、上記の期間、臨時休館いたします。
期間中、貸出・予約などは一切できません。当館ホームページサービスも停止します。
返却は、図書館玄関前のブックポストに入れてください。ご不便をおかけしますが、

よろしくお願いします。
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」 50 〜橋場へき地保育所編〜

次回は　雫石小学校　からの情報をお送りします。

のびのび『はしばっこ』 橋場へき地保育所　高畑　智江子

心地よい小鳥のさえずりで、ゆっくりと一日が始
まる橋場へき地保育所。山があり川があり、四季
折々の自然の変化をとても身近に感じられる環境の
中で、２歳から４歳までの８名の子どもたちがのび
のびと過ごしています。

野菜栽培や運動会、季節ごとのお楽しみ会、誕生
会等のさまざまな行事では保護者、地域の方々の協
力に支えられ、子どもたちは楽しく遊びます。広い
自然の中で思いきり体を動かし、安心して遊べる環
境を整え、子どもたち一人ひとりを大切にした保育
を心がけていきたいと思います。

「体を動かすことが好きな子ども、意欲を持って
生活できる子ども、仲間を大切にしお互いの成長を
喜び合える子ども」を保育目標にかかげ、小さい子
も大きい子も一緒に遊び、自然なかかわりの中でお
互いに学び、育ち合っています。
戸外では砂遊び、スベリ台、虫探しや散歩、室内

ではじっくりブロック遊びや好きな絵本を楽しんだ
り、いろいろな経験が子どもたちを大きく成長させ
ています。
また、へき地保育所施設開放事業として、橋場小

学校の児童を対象に施設の開放を実施しています。
子どもたちは、小学生との交流を通して友達とのか
かわり方や遊びを発展させる力を学びとっています。

リレーコラム

〜　子どもは、町の「宝物｣ 〜
町内の小学５・６年生を対象に、富士市・雫石町少年交流事業を７月28日（火）から31日（金）まで静岡
県富士市で開催します。ホームステイ、富士山五合目体験、お茶手もみ体験等を通して自分の住んでいる
地域と異なった文化を学び、交流を深め、町の「宝物」である子どもたちが大きく成長することを願って
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （社会教育課長　小田　純治）

☆「富士市・雫石町少年交流事業とは？☆…昭和46年に起きた全日空機墜落事故をきっかけとするもの
で、33回忌を節目として毎年実施を見合わせた慰霊祭に代わり、最も犠牲者の多かった静岡県富士市と
の交流を通じて事故の教訓を後世に伝え、風化させないことをねらいとしています。事業は、隔年で相互
に訪れる形で行っており、今年度は富士市を訪れ、ホームステイを中心として、多くの体験学習を通して
交流を深めます。
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今年も、日本を代表するオペラ歌手多田羅迪夫（たたらみちお）教授率いる東京芸術大学音楽学部声楽
科有志のメンバーが雫石で合宿を行い、野菊ホールと小岩井農場まきば園でコンサートを開催します。
野菊ホールメインコンサートには、雫石中学校の生徒たちも参加します。雫中生の元気な歌声と、芸大
生の美しく、迫力ある歌声にご期待ください。

広報「教育しずくいし」８月号は ８月13日（木）発行です。

� ７月〜８月の主な行事予定 �
14㈮ 平成21年度雫石町長杯野球大会
18㈫ 町内小中学校始業式（雫小・雫中）
19㈬ 町内小学校始業式（七小・上小・下小・

西小・御小・南小・安小）
20㈭ 橋場小学校始業式
21㈮ 大村小学校始業式
22㈯〜23㈰ 第９回よしゃれの里

雫石グラウンド・ゴルフ交流大会
22㈯ 第24回西山地区学童相撲大会
23㈰ 西山地区混合バレーボール大会
27㈭ 教育委員会議
28㈮ 岩手地区中学校陸上競技大会
29㈯ 第12回岩手県ミニバスケットボール交流大

会　岩手地区予選
30㈰ 第55回御所地区町民運動会

雫石地区町民運動会

だいぶ暑くなってきて、体調を崩す方も多いからか病院の待ち時
間が長くなってきましたね。皆さん、健康管理にはお気をつけ下さ
い。月末には富士市との交流事業。今年は富士市を訪れる側なので、
参加者の皆さんと一緒にしっかり学んできたいと思います。（A）

今月号からいよいよ全ページ編集担当が交代となりました…とい
うことで、広報「教育しずくいし」に限っては私の仕事もどうやら
ほとんどなくなったようです。とはいっても、現在発掘調査進行
中！外仕事で体調に気をつけながらの毎日なのです。（Yasu）

【７月】
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
雫石地区女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・教育委員会議
26㈰ 第44回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
御明神地区グラウンド・ゴルフ大会

28㈫ 大村小学校終業式
28㈫〜31㈮　富士市･雫石町少年交流事業

【８月】
１㈯〜３㈪　岩手県学童野球選手権大会
７㈮ 第35回雫石町小学校水泳記録会

� あとがき �

◆まきば園青空コンサート
【日時】８月22日（土）

１回目開演：午前11時30分
２回目開演：午後２時

【場所】小岩井農場まきば園（牧場館前）
【曲目】「おお牧場はみどり」「ゆめみたものは」他
【入場料】園内に入るための入
場料が必要となります。小岩
井農場まきば園（電話692-
4321）へお問い合わせくだ
さい。

◆野菊ホールメインコンサート
【日時】８月21日（金）　開演：午後６時
【場所】中央公民館野菊ホール
【曲目】「この道」、オペラ「フィガロの結婚」より 他
【入場料】前売500円（当日700円）

※中学生以下は無料
【入場券販売開始】７月13日（月）
【プレイガイド】中央公民館及び各地区公民館・
村上写真館・大通佐々木電気・カワトクプレイ
ガイド・プラザおでって
【託児】中央公民館（電話692-4181）へ申し込
みください。

第４回第４回クラシックコンサートクラシックコンサート in 雫石in 雫石
～東京芸大生有志～東京芸大生有志とのふれあいとのふれあい音楽祭～音楽祭～

♪ ♪第４回第４回クラシックコンサートクラシックコンサート in 雫石in 雫石
～東京芸大生有志～東京芸大生有志とのふれあいとのふれあい音楽祭～音楽祭～

♪ ♪第４回クラシックコンサート in 雫石
～東京芸大生有志とのふれあい音楽祭～

♪ ♪

◆多田羅迪夫教授と雫中生との音楽ワークショップ
全日本合唱コンクール全国大会の審査員も務める多田羅教授が
合唱指導を行います。一般の方も聴講できます。
【日時】８月21日（金）　午後２時〜４時
【場所】中央公民館野菊ホール
【入場料】無料
【問合せ先】中央公民館（電話692-4181）


