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町教育振興運動推進準備会では、昨年度までの成果と課題を踏まえ、雫石っ子の健やかな成長のために地域
の大人が何をすれば良いか考え合う場として、地区ごとに「子育て講演会」を開催することを今年度の推進目
標の一つとして取り組んできました。
この「子育て講演会」は、７月６日（月）の御明神公民館での開催を皮切りに、翌７日（火）の西山、８日（水）
の雫石、９日（木）の御明神公民館と、４夜連続で開催されました。
講師の先生がそれぞれの立場から子育てアドバイスを行い､会場では熱心にメモをとる姿が見受けられました｡
７月６日（月） 御明神公民館
「お手伝いで生きる力をプレゼント」 〜講師：小赤澤直子さん

７月７日（火） 西山公民館
「お小遣いから 子育てを考える」 〜講師：吉田 直美さん

自らの体験をもとに、
「やったお手伝いが一生の生きる力
になる。もっと手伝いをさせては？」というお話でした。

｢決まった日に決まった額をお小遣いに…たとえば給料
日にお小遣いをあげ、１カ月単位でやりくりさせるなど、
金銭感覚を身につけさせることも大事」と訴えました。

７月８日（水） 雫石公民館
「親子読書のすすめ」 〜講師：松尾 弘一さん

７月９日（木） 御所公民館
「朝ごはんは、元気・やる気・根気の素」 〜講師：渡辺ひとみさん

｢音読が脳を鍛える！ぜひ子どもが親に読み聞かせする
形の親子読書を取り入れてみては？」というアドバイスで
した。

｢朝ごはん前に一仕事、ゆとりのある朝の生活リズムを
整えて、朝ごはんを食べたくなるよう工夫しては？」とい
う講演でした。

☆県中総体で今年も雫中生大活躍！
祝 全国・東北大会出場決定
祝

〜Ｐ５・８をご覧ください
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特 集 中継…各実践区の取り組み状況⑵
平成19年度に各小学校単位で作られ、取り組みが始まった実践区での活動です
が、今年度は中学校にも拡大し、それぞれでの取り組みが進んでいます。
夏は各実践区の取り組みも真っ盛り！「家庭で読書、10分間」という家読（うち
どく）テン運動も夏休みをきっかけとしてチャレンジしています。
５回シリーズで紹介する各実践区の取り組み状況、今月は先月に続き第２回とし
て、七ツ森小・橋場小・下長山小実践区のようすを紹介します。

①七ツ森小学校実践区
６月16日、昼休み時間を利用して七ツ森小学校実践区教育振興運動三者会議を行いました。
出席者は、子ども代表として児童会執行
部、家庭代表PTA三役、学校代表校長・副
校長・教務でした。内容は、読書、あいさ
つ、朝ご飯等についてです。
読書については、学校での「朝読書」や
「読み聞かせ」は貴重な機会であり、それを
きっかけに読書を広げているという児童の声
がありました。また、あいさつについては、
「立派なあいさつができる学校」の伝統を引
き継ぎたいこと、そのために集団登校で集ま
った時にまずみんなであいさつをし合いたい
等の意見が出されました。和やかな中にも真
剣な会議となりました。

②橋場小学校実践区
橋場小学校は、全校児童16名の極小規模校のため、地域（保育所含む）、保護者、学校、子どもの４者で
する行事がたくさんあります。
５月に行われた「合同運動会」は、子ども
達が特に楽しみにしている行事の一つです。
当日は朝早くから、地区や学校の準備に続々
と来校される保護者や地域の大勢の皆さん
で、小さな学校はにぎわいます。
そのような皆さんの温かい協力や見守りの
中で、子ども達は期待以上のがんばりを見せ
てくれます。
今年は、あいにくの雨模様の中でしたが、
最後までどの競技にも頑張りました。
全町課題の「家読」等については、まなび
フェストで重点化し、学校の読書指導と合わ
せて、保護者・地域と確認し合い進めていく
ことにしています。
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③下長山小学校実践区
７月７日、下長山小学校区の教育振興運動実践協議会を
子ども、親、教師の代表に加え、今回は４行政区長さんに
も出席を依頼して開催しました（行政区長２名参加）
。
はじめに、共通課題について図書委員長が朝読書や本の
紹介などを、図書担当教諭からは保護者による読み聞かせ
のボランティア活動の様子を紹介しました。地域連携窓口
担当からは「家読」について呼びかけをし、各家庭の様子を
交流しましたが、普段は時間を確保できないとの話でした。
次に、昨年に引き続き取り組んでいる独自課題『あいさ
つで広げよう地域のＷＡ（和・輪）』については、子ども達
は地域の方に進んで挨拶しているという報告がありまし
た。また、地域行事には積極的に参加しようとの意見が出
されました。
学区の行政区長さんは1年で交代することもあり、教育振興運動の趣旨等が理解されていないようです。地域
をどのように巻き込んでいくかが課題となりました。

目！ あなたも「おすすめの一冊」を出品しませんか？
ここで注
〜読書カード「私のおすすめの一冊」募集中！
今年も町内の小中学校や高校では、夏休み中に親子で読書をし、心に残った１冊を親子読書カード「我
が家のおすすめの一冊」にまとめます。
それに合わせ、一般からも読書カード「私のおすすめの一冊」を募集します。大人のみなさん！ふるっ
てご応募ください。
【募集締め切り】８月31日（月）
【応募用紙】読書カードは町立図書館にあります。
【応募先】社会教育課
【教育振興運動・読書カードに関する問い合わせ】

社会教育課（内線286）

教育委員会定例会リポート
（ ７月）
その１

承認事項編

〜以下の議案が承認されました〜

・平成22年度に使用する雫石町立小、中学校教科用図書の採択について

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教科書の採択について
委 採択協議会において専門の委員により調査研究
を行っていると思うが、今まで使用している教科
書と著しく内容が変わっているとか発行者が変わ
った等あるのか。特に歴史的な部分などは極端な
ところがあれば認定されないだろうし、採用はし
ないと思う。いろいろな考え方があるだろうが、
その辺を考慮し選定していただければよいと思う。
答 今年度は中学校教科用図書について採択替えの
できる年度にあたっており、新たに文部科学省の
認定を受けたものがあり、教科書採択協議会にお
いて調査研究が行われております。それ以外のも
のについては前回と同じということで変更はあり
ません。
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）

②子育て講演会について
委 興味のあるテーマについて保護者から意見を聞
くなど、いろいろ検討してみてはどうか。最初は
どうしても参加者が少ないと思うが、今後も継続
してやって頂きたい。
委 ｢お小遣い」というテーマが新鮮な話題だった。
親の考え方がすごく反映されるし家庭によって温
度差が大きい。金銭感覚を養うために子ども達に
も聞かせたいと思う。授業参観の後やＰＴＡ活動
の中で講演会を行うなども一つの方法と思う。
答 今回の講演会は教育振興運動の一環として実施
したものです。組織にお願いした部分もあり関係
者の参加は多かったものの、聞いて頂きたいお母
さん方の参加が少なかったと思われます。子育て
中のお母さん方の応援態勢、託児等の対応等、人
集めの手だてなど、今後、ＰＴＡや学校等と検討
していきたいと考えています。
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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

♪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〜♪

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
メンバーによるコンサートがいよいよ開催間近に！
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。

☆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
【入場料】無料
【場 所】中央公民館野菊ホール
【問い合わせ】中央公民館（電話692‑4181）

☆野菊ホールメインコンサート☆

☆まきば園青空コンサート☆

【日 時】８月21日
（金） 午後６時開演
【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）
※小学生以下は無料
☆先月号で誤って「中学生以下無料」と掲載されま

【日 時】８月22日
（土）
１回目：午前11時30分開演
２回目：午後２時開演
【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】まきば園に入るための入園料のみ必要とな
ります。
【問い合わせ】
小岩井農場まきば園
（電話692‑4321）

したが、正しくは「小学生以下無料」です。
【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
【その他】無料託児室あります。ご利用ください。

☆第18回ファミリーハイキング☆
毎年大好評のファミリーハイキング、今年は区界
高原に向かいます！
自然に触れる機会を作るとともに、多くの人との
交流を深めながら健康増進を図りましょう。
【日 時】９月27日（日）

☆御所公民館おやつづくり教室☆
おいしい「みたらしだんご」と「ずんだだんご」
を作ろう！
【日 時】
①９月13日（日）午前９時30分〜正午
②９月14日（月）午前９時30分〜正午

午前８時15分町役場正面玄関前集合

【場 所】御所公民館

＊荒天時は中止となります。

【講 師】長瀬裕子さん

【行き先】川井村 区界高原ハイキングコース
【対 象】町民または町内に勤務する方及びその家族
【定 員】20人
【参加料】500円（当日徴収します）
【受 付】８月24日（月）〜９月４日（金）
＊定員になり次第締め切ります
【申し込み】社会教育課（内線288）
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【受講料】500円
【対象・定員】町内在住または
勤務の方・①②それぞれ20人
【申し込み】 ９月10日（木）まで

に御所公民館へ（受付時間：
平日８：30〜17：15）
。

①岩手県中総体 雫中生大活躍！ 成績紹介
①岩手県中総体で雫中生大活躍！

〜７月18日〜20日

＜＜＜ 祝！東北大会出場決定 ＞＞＞
☆水 泳☆ 〜男子100ｍ自由形

☆バレーボール女子☆

＊阿部悠太選手 56秒38の好タイムで第２位！
☆柔 道☆ 〜男子90ｋｇ超級
＊岩持竜司選手 準優勝で東北大会進出！

＊見事準優勝！優秀選手2名選出！
準決勝

対巻堀中 ２-０

決 勝

対厨川中 ０-２

＊優秀選手選出 宮本絵理香・松木聡美選手
がんばれ！雫中生！

水泳・柔道の東北大会の結果は、９月号でご紹介します。

＜＜＜ 健闘をたたえ …ベスト８以上 or 入賞成績紹介 ＞＞＞
………☆陸

上☆………

………☆水

泳☆………

・共通男子四種競技
第７位 細川翔平選手 1708点

・男子100ｍ自由形
第６位 千葉貴史選手 １分02秒78

・２年女子100ｍ
第２位 原栞菜選手 13秒35
・低学年女子400ｍリレー
第４位 54秒82

・男子100ｍバタフライ
第６位 煙山智司選手 １分09秒58
・男子400ｍ個人メドレー
第６位 煙山智司選手 ５分36秒68
・男子1500ｍ自由形
第８位 安ケ平才広選手 23分53秒53
・女子100ｍバタフライ
第５位 土樋智枝選手 １分12秒24
・女子200ｍバタフライ

………☆バトミントン☆………
・男子個人ダブルス ベスト４ 細川・岩根組
………☆柔

道☆………

・女子団体 ベスト８
・女子個人70ｋｇ級 ベスト４ 田斎早百合選手

第５位 土樋智枝選手 ２分45秒86

②町内の各種
②町内
②町内の各種スポーツ大会
町内 各種スポーツ
スポーツ大会
大会 結果報告！
①雫石地区女子ソフトボール大会 〜７月12日（日）
【優 勝】晴山行政区
【準優勝】黒沢川行政区
【第３位】七ツ森・丸谷地行政区／谷地行政区
②御明神地区混合バレーボール大会 〜７月12日（日）
【優 勝】天瀬行政区
【準優勝】中南行政区
【第３位】山津田行政区／下川原行政区
③西山地区壮年男子ソフトボール大会 〜７月12日（日）
【優 勝】八区行政区
【準優勝】林崎行政区
【第３位】小松行政区／野中行政区
④第47回御所地区行政区対抗野球大会 〜７月26日（日）
【優 勝】安庭行政区
【準優勝】矢用行政区

⑤雫石地区壮年男子ソフトボール大会 〜７月26日（日）
【優 勝】晴山行政区
【準優勝】中沼行政区
【第３位】林行政区／谷地行政区
⑥御明神地区グラウンド・ゴルフ大会 〜７月26日（日）
☆団体の部
【優 勝】土橋行政区
【準優勝】中南行政区
【第３位】中島行政区B
【第４位】中島行政区A
【第５位】谷地行政区
【第６位】天瀬行政区
☆個人の部（敬称略）
【第１位】山津田 勲（山津田）
【第２位】高村 利雄（中島）
【第３位】平子田由則（中島）

【第３位】赤滝行政区／天戸行政区
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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

幼児対象「たんぽぽおはなし会」スペシャル！

小学生以上対象「しずくいしおはなし会」

【日 時】8月20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『どろんこハリー』
・かみしばい『おそろいパンツ』
・パネルシアター『すりすりももんちゃん』
・こうさく『おさかなをつくってあそぼう』 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！

【日 時】８月22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】
・
『あめのひ きのこは…』…ステーエフ・原作
・
『おじいさんの小さな庭』…シャイドル・文
・
『ラチとらいおん』…マレーク・ベロニカ・ぶん
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

新着図書をご紹介！（６/21〜７/20受け入れ分
● 小説 ●
・自殺保険 …………………………………今子 正義
・階（キザハシ） …………………………谷村 新司
・サイコブレイカー …セバスチャン・フィツェック
・目線 ………………………………………天野 節子
・植物図鑑 ……………………………………有川 浩
・寂しい写楽 ……………………………宇江佐 真理
・追跡 ………………………………………高嶋 哲夫
・銀漢の賦 ……………………………………葉室 麟
・道絶えずば、また ……………………松井 今朝子
・宵山万華鏡 ……………………………森見 登美彦
・鷺と雪 ………………………………………北村 薫
・運命の人（四） …………………………山崎 豊子
・代表作時代小説 平成21年度 …日本文藝家協会 編
・骸骨ビルの庭（上・下） …………………宮本 輝
・六月の夜と昼のあわいに …………………恩田 陸
・龍神の雨 …………………………………道尾 秀介
・一手千両 ………………………………岩井 三四二
・スナイパーズ・アイ ………………………神永 学

計100冊）

● 一般書 ●
・日本国の正体 …………………………長谷川 幸洋
・中高年のためのスポーツ医学Ｑ＆Ａ 山崎元 監修
・安心素材でできる暮らしの浄化＆消毒術
…………………………佐光 紀子
・論戦2009〜櫻井よしこの憂国〜 …櫻井 よしこ
・ふらっとひとり旅…………毎日新聞女性記者58人
・70人の子どもの母になって…………伊東 波津美
・赤ちゃんがストンと眠る100のコツ…主婦の友社 編
・トイレトレーニング大成功100のコツ
……………………主婦の友社 編
・365日子どもが夢中になるあそび …寺西 恵里子
・はじめての転職100問100答 …………梅田 幸子
・ご挨拶 ……………………………………佐倉 住嘉
・思い出の写真整理・保存・修復・活用法
…………………………瀬川 陣市
・発酵美人 …………………………………小泉 武夫
・のんびりいこうよ ……………………赤羽 みちえ
・しずくいしの行事と行事食 …………雫石町・編集

● ヤング・児童書 ●
・じしゃくのふしぎ ……フランクリン．
Ｍ・ブランリー
・あるスパイの物語 …………………………星 新一
・招福堂のまねきねこ …………………茂市 久美子
・もったいないばあさんのいただきます…真珠まりこ
・コンスタンス、きしゅくがっこうへいく
・ねずみくんうみへいく ……………なかえ よしを
………………ピエール・ル＝ガル
・ほんちゃん ………………………スギヤマ カナヨ
・かぶと三十郎〜明日に向かって飛べの巻〜
・ノーチラス号の冒険 12 …………Ｖ.ホールバイン
…………………………宮西 達也
・いじわるなないしょオバケ …ティエリー・ロブレヒト
・デルトラ王国探検記 ……………エミリー・ロッダ
・258本をうんだバット …………………友成 那智

＜８〜９月の休館日ご案内＞【８月】17、
24〜31日 【９月】7、14、21〜23、
28日

お知らせ①～臨時休館～ 期間：８月24日（月）〜31日（月）
図書館システム更新作業による臨時休館です。

お知らせ②～ホームページ一時停止～
期間：８月24日（月）〜９月下旬（予定）

貸出・予約などは一切できません。HPサービスも停止します。

ホームページのリニューアルに伴い、上記の

返却は、図書館玄関前のブックポストにお願いします。

期間での利用はできません。

6

広報●教育しずくいし●2009●8●No.53●

今、子どもたちは…

シリーズ「輝」 51

〜雫石小学校〜

友だちと 地域と 家庭と手をつなぎ

雫石小学校 副校長 平野 俊夫

「いーち、にー、さーん」みんなで大きな声を掛
け合い長縄に挑戦しているのは、『縦割り班遊び』
の一コマ。全校371名が、学級・学年の枠を越え、
12の班に分かれて遊び、集団活動の楽しさを思う存
分味わっています。

さらに、地域での活動として、『よしゃれ通り商
店街七夕飾りつけ』を雫石商工会女性部等の皆さん
と行いました。自分の願いを短冊に託すのはもちろ
んのこと、地域の方々との交流が深まり、雫石商店
街の賑わいの手助けになったらと願っています。夏
休みには、鼓笛隊が、『交通安全パレード』と『よ
しゃれ祭り』に参加し、雫石商店街で演奏を披露し、
会を盛り上げる予定です。

また、縦割り班編成による『地域清掃』も行って
います。地域の方々から、「ありがとうね」と声を
掛けられることもあり、ますますやる気が出てくる
雫小っ子です。

今年度は、保護者が自発的に『朝の読み聞かせ』
を行い、まさしく図書ボランティア元年となりまし
た。「自分の子どもの前で読むのと違ってドキドキ
しました」と言っていたお母さんですが、もう次回
の予定を決めました。

このようにして、子ども・家庭・地域・学校のみんなががっちり手をつなぎ合い、
「いつも笑顔でやさしい
言葉」を合言葉に、
『和顔愛語』の精神を広めてきています。
次回は 南畑小学校 からの情報をお送りします。

～まきばの天文館「部分日食特別観察会」に

みんなで天体の不思議を学習！
みんなで天体の不思議を学習
！ 七ツ森小児童が参加しました
７月22日（水）、小岩井農場まきば園内のまきばの天文館で開催
された「部分日食観察会」に、３・４年生の児童約50人が参加
しました。
この日は、国内では奄美・種子島やトカラ列島で46年ぶりに
皆既日食が、その他の地域では部分日食が見られるとされる日で
した。当日はあいにくの曇り空でしたが、帰りかけたところで運
良く雲に覆われた太陽が姿を現し、部分日食のようすを目にする
ことができました。子どもたちは、担当者からの説明に興味津々
の様子で、あちこちから「日食について色々調べてきた」
「見れた
らうれしい」等という声が聞こえてきました。これをきっかけに、
どんどん天体への関心が高まっていくといいですね。
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県中総体で今年も雫中生大活躍！ 祝 全国大会出場決定
＜＜＜ 祝！全国大会出場決定 ＞＞＞
☆水 泳☆ 〜男子200ｍ自由形 阿部悠太選手 ２分00秒39の大会新記録で優勝！ 全国大会へ！
→全国大会：８月21日（
金）
〜23日（
日） 会場：福岡県福岡市

＜速報！＞
☆バレーボール女子☆ 東北大会でベスト４！ 見事全国大会出場決定！
→全国大会：８月17日（月）〜20日（木） 会場：大分県別府市・大分市
がんばれ！雫中生！

子育てに絵本を！
子育てに絵本を！

全国大会の結果は、９月号でご紹介します。

〜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』
が始まりました

「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」…そんな願いから再開されたブックスタートです。
会場では、絵本を興味深そうにのぞきこんだり、指をさしたりして
いるお子さんと、それをあたたかく見守る保護者の方々の姿があちこ
ちで見られました。
平成20年度生まれのお子さん方を対象として、今年度は乳児健診
（１歳児）または１歳６ヶ月児健診会場での実施が予定されています。
お楽しみに‼

 ８月〜 ９月の主な行事予定 
【８月】
14㈮
18㈫
19㈬

平成21年度雫石町長杯野球大会
小中学校始業式（雫石小･雫石中）
小学校始業式
（七ツ森・上長山・下長山・西根・御明神・南畑・
安庭小）
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回県ミニバスケットボール交流大会岩
手地区予選

【９月】

４㈮ 岩手地区中学校駅伝大会
５㈯ 第38回雫石町民相撲大会
６㈰ 第29回雫石町混合バレーボール中央大会
12㈯〜13㈰
ミズノカップ第５回雫石ラージボール卓球
オープン大会
13㈰ 雫石地区町民運動会
18㈮ 上長山小学校学校公開
19㈯〜20㈰ 岩手地区中学校新人大会
20㈰ 雫石町壮年ソフトボール中央大会
雫石町女性ふれあいソフトボール大会
26㈯ 雫石町ＯＢ野球大会
27㈰ 御明神地区卓球大会・御所地区親睦ゴルフ
大会
29㈫ 教育委員会議

☆お知らせ：町営体育館 利用時間一部変更☆
ワックス作業の実施に伴い、９月７日
（月）
〜９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）

 あとがき 
７月末、少年交流事業のため、富士市に行ってきました。遺族・
関係者の皆様から大変温かいおもてなしを受け、改めて家族や知人
を航空機事故で失った悲しみの深さを感じ、二度と事故が繰り返さ
れないよう語り継いでいかなくてはと思いました。（A）

今日は（今日もか…）雨。今月に限り編集復活！ということで、
発掘調査の合間を縫って久しぶりに庁舎内での長時間勤務です。そ
れにしても今年の梅雨は長すぎ…早く「普通の」夏が来ないかなあ
と思う今日この頃なのでした。（Yasu）

広報「教育しずくいし」 ９月号は ９月10日
（木）発行です。
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