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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！
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 2009.10

【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

芸術鑑賞の絶好の機会 到来　☆第45回雫石町総合芸術祭☆芸術鑑賞の絶好の機会 到来　☆第45回雫石町総合芸術祭☆芸術鑑賞の絶好の機会 到来　☆第45回雫石町総合芸術祭☆芸術鑑賞の絶好の機会 到来　☆第45回雫石町総合芸術祭☆
「芸術の秋」にふさわしく、町民の優れた芸術文化活動の成果を展示・発表する催しです。
たくさんの作品と数々の舞台…ご家族そろって、ゆっくりと芸術を鑑賞してみませんか。

【日　時】11月１日（日）　　　午前９時〜午後５時
２日（月）　　　午前９時〜午後５時
３日（火・祝）　午前９時〜午後４時30分

【会　場】中央公民館
【展示作品】
☆第62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（火・祝）
午後 1時開演

【会　場】中央公民館　野菊ホール
【出演部門】ピアノ・コーラス・ギター・謡曲

大正琴・洋舞・筝曲

【日　時】11月１日（日）・
３日（火・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　〜抹茶とお菓子をどうぞ！

【問い合わせ】 芸術祭実行委員会事務局　社会教育課（692‑6590）

開幕式 【日　時】11月１日（日）午前９時 【場　所】中央公民館

～参加選手に拍手とご声援を！

☆第35回雫石町内継走大会☆
11月７日（土）午前９時30分
雫石町陸上競技場スタート！

～伝統半世紀・積み重ねる歴史

☆第52回雫石町無形文化財芸能祭☆
11月23日（月・祝）

午前９時　野菊ホールで開演！
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親子で本の世界を味わいましょう！特 集特 集 親子で本の世界を味わいましょう！

「読書大好き雫石っ子」の祭典として開催する『親子読書のつどい』、今年度は11
月７日(土)に中央公民館で開催します。現在、町内の読み聞かせボランティアの皆
さんや雫石高校・雫石中学校の図書委員会の皆さん、雫石昔っこ語り隊や町ジュニ

アリーダーズクラブSKY（スカイ）の皆さんが準備に入っています。
今年度は特別プログラムとして、午後に読み聞かせ講習会を開催し、大人ができる「読書大好き雫石っ子」
へのサポート、読み聞かせのノウハウを学んでもらおうと考えました。ぜひ、お父さんお母さん方、地域の
方々に参加してほしいと願っています。さあ、親子で本の世界をたっぷり味わって下さい。

心に残る一冊の本を紹介してもらいます。

昔話をきく会、さてどんなお話が･･･雫石昔語り隊の皆さんが昔話を。

今回はむずかしい…分かるかな？
雫石町ジュニアリーダーズクラブ「スカイ」のみんなが、クイズとゲームで大ハッスル。
なかよく遊ぼう！

13：30〜15：30 講師　谷　京子氏
（秋田県　グループ“風”代表）

昨年､教育振興運動実践交流会にお招きし、講演して頂きました。
素晴らしい実践家の谷先生から､読み聞かせのポイントを実演も交
えて楽しく教えてもらいましょう。
読み聞かせに興味や関心のあるみなさん、ぜひおいでください！

幼児の皆さん…………特別会議室　＜よいしょよいしょ、おおかぜさんぽ、ほか＞
１年生の皆さん………談話室　＜としょかんライオン、だんごどっこいしょ、ほか＞
２年生の皆さん………視聴覚室　＜ふゆじたくのおみせ、ソメコとオニ、ほか＞
中学年の皆さん………大会議室　＜ぼんやりやまのぼんたろう、ともだちや、ほか＞
高学年以上の皆さん…リハーサル室＜にげたにおうさん、おおきなやかたのものがたり、他＞

☆会場までの送迎バスも準備します☆
【Ａコース】橋場小⇒御明神小⇒会場へ
【Ｂコース】西根小⇒上長山小⇒下長山小⇒会場へ
【Ｃコース】南畑小⇒大村小⇒安庭小⇒会場へ
もちろん、お家の方と車でも大歓迎です。

☆読書カード展示や家読用の本も紹介☆
ふれあい広場には、それぞれの家庭で取り組んだ

親子読書カードや地域の方が作ったおすすめの一冊
カードが展示されます。図書館内には家読にぴった
りの絵本も紹介されます。ぜひご覧ください。

午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催

～ 第３回雫石町親子読書のつどい 開催のお知らせ ～

メインは

５会場での
お話し会！

☆午前８時45分から受付開始！ 受付でカードをもらってね。

9：00〜9：15　オープニング（大会議室）

10：20〜11：00　むがしっこ，かだるべ〜（大会議室）

11：05〜11：50　読書クイズ大会（大会議室）

11：50〜12：00　エンディング

9：20〜10：10　お話し会〜本の読み聞かせ（５会場に分かれて）

特別編

第3回雫石町親子読書のつどい　内容はこちら！

昔語りや
読書クイズで
楽しもう！

午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催午後は読み聞かせ講習会……大会議室で開催
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夏休み期間中、各実践区では『読書大好き雫石っ子』の取り組みが進められ、親子読書カード「我が家おスス
メの一冊」の作成や家読の実践が多彩に取り組まれました。家族で知恵を絞った事例をいくつか紹介します。

【教育振興運動に関する問い合わせ】 社会教育課（692‑6590）または各小学校実践区事務局へ

我が家の家読（うちどく）取り組み ～夏休み中の実践から～

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（692‑6577）

承認事項編　〜以下の議案が承認されました〜
１．委員長の選挙について

沼尻委員長が選任されました。
２．雫石町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関
する規則の一部改正について

３．教育相談員に関する規則の一部改正について

４．社会教育指導員に関する規則の一部改正につい
て

＊質疑応答編については、11月号に掲載します。

夕食後に読書タイム

子どもと親、共に夕
食後にテレビを消し

て、読書の

時間をつくりました
。

同じ時間にそれぞれ
が違う本を読み、読

書カードに

記録しました。（雫石
中実践区　中学生保

護者より）

親子で計画を立てて

夏休み中は「朝は１
人読み30分、夜は親子読書

30

分」という計画を立
てて実行しました。

両親は共働き

で夏休み中もスポ小
の活動等で忙しい中

でしたが、頑

張りました。

親子で読み聞かせを
した日が10日、同じ本を読ん

で感想を伝え合った
日が５日もできまし

た。主に一緒

に読んだのはお父さ
んで、学校にある本

を選ばせ、借

りてこさせて自分も
読んだそうです。お

父さん、お母

さんが忙しい時はお
ばあさんも読んでく

れました。

（大村小実践区　３
年生保護者より）

昔話全集を一章ずつ

子ども達が小さい頃
から就寝前の「入眠

儀式」とし

て本を読んできまし
た。小学生になって

からは絵本だ

けでなく昔話全集や
長編物語を一章ずつ

読んでいて、

毎晩、楽しみにして
いるようです。

普段も「読んで…」
と持ってきた本は読

んでやるよ

うにしていて、その
影響か、下の子に絵

本を読んでや

ったりするようにな
りました。

ゲームもなくテレビ
も見ない生活で本を

読むのが楽

しみの１つにもなっ
てきているように思

います。

（下長山小実践区　
２年生保護者より）

読書について話し合
い

夜寝る時や車に乗っ
ている時に本のこと

を話題にし

て話します。「こんな
本が面白かったよ」

と子どもも

話します。小さい頃
はお昼寝や寝る時な

ど読み聞かせ

しました。
難しいかなと思う内

容でも聞いてくれ、
絵もじっと

見ています。（橋場小
実践区　６年生保護

者より）

親子で読み合いっこ

毎日ではありません
が、寝る前に取り組

んでいま

す。時々親子で１ペ
ージ交代で読み合い

っこをする時

があります。（15〜20分）

また、読み終えてか
ら感想を交流するこ

ともありま

す。（南畑小実践区　
４年生保護者より）
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【日　時】①11月15日（日）②11月18日（水）
①②ともに10時〜13時

【場　所】中央公民館　調理実習室
【テーマ】①子どものための食事②高齢者のための食事

＊上記の他にお重料理１品
【講　師】町食生活改善推進員
【受講料】一回一人500円
【対　象】町内在住または勤務の方（＊男性の参加も歓迎）
【定　員】先着15人
【持ち物】エプロン・三角巾・受講料
【申し込み】11月４日（水）までに中央公民館へお申
し込みください（受付時間：平日８時30分〜17時
15分）。

【託児室】ご希望の方は、事前にお申し込みください。

【期　日】10月21日（水）〜12月22日（火）
毎週水曜（ただし最終日のみ火曜）
全10回

【時　間】19時〜21時
【場　所】御明神公民館・集会室
【講　師】高嶋一秀さん
【定　員】町内在住または勤務の方・先着14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19日（月）までに
お申し込みください（受
付時間：平日８時30分
〜17時15分）。

☆御明神公民館　パソコン教室☆☆ヘルシークッキング☆

見慣れているようでじっくり見ることが少ない地
元の史跡を一緒に巡りましょう！
【日　時】11月５日（水）

８時30分町役場前集合・出発
【見学場所】御所地区の史跡・神社等の見学と散策
・安庭小学校跡　・高藤堰　　・熊野神社
・沼田神社　　　・妙誓寺　　・川井観音
・赤滝神社　　　・逢滝　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】2,500円（昼食代・資料代・保険料等）
【定　員】先着25人
【申し込み】社会教育課（692‑6590）へ10月22
日（木）までにお申し込みください。

【期　日】10月29日（木）
毎週木曜・全５回

【時　間】昼コース：14時〜16時
夜コース：19時〜21時

【場　所】西山公民館
【講　師】NPOしずくいし いきいき暮らしネットワ
ーク
【受講料】1,000円
【対象・定員】町内在住または勤務の方

昼・夜コースそれぞれ先着10人
【申し込み】10月19日（月）〜23日（金）までに西山
公民館へお申し込みください（受付時間：平日９時
〜17時）。

☆西山公民館　パソコン教室☆☆第2回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）☆
〜御所地区の史跡探訪〜

町民の健康増進とエアロビックの普及を目的とし
て開催します。（初級コース）
【日　時】10月27日（火）・11月４日（水）・

11月10日（火）・11月17日（火）・11月24日（火）
全５回　　　19時から２時間程度

【場　所】雫石町営体育館　剣道場
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着20人
【参加費】500円
【持ち物】内履き、タオル、飲料水
など（運動できる服装で）
【申し込み】10月19日（月）から受
け付けます。
社会教育課（692‑6591）へ

電話でお申し込み下さい。

【期　日】10月30日（金）開講
毎週金曜・全５回

【時　間】19時〜21時
【場　所】西山公民館
【講　師】高嶋一秀　氏
【受講料】1,000円（テキスト代別途）
【対象･定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【申し込み】10月19日
（月）〜23日（金）まで
に西山公民館へお申し
込みください（受付時
間：平日９時〜17
時）。

☆西山公民館　デジタルカメラ画像編集教室☆☆エアロビック体験教室☆
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平成24年、雫石町民音楽祭が四半世紀を迎えます。そこで、実行委員会では来年度の第24回雫石町民
音楽祭を『プレ四半世紀記念音楽祭』と位置づけ、オーケストラをバックにベートーベン作曲の交響曲第
九番を演奏することにして現在、準備を進めています。
演奏予定日は平成23年２月６日（日）です。町民手づくりの演奏会を目指し、新たに雫石第九合唱団を
組織して今年度から合唱部分の練習に入ることにしました。町民のみなさんの参加をお待ちしております。
皆さん、わが町雫石の更なる発展を願い、一緒に第九を歌いましょう！

〜　女子の部（オープン競技）　〜
【優　勝】遠藤　美紗（安庭小）　【準優勝】中島　更紗（安庭小）　【第３位】川崎　のぞみ（安庭小）
②第34回西山地区混合バレーボール大会　〜８月23日（日）
【優　勝】小松行政区　【準優勝】西根谷地行政区　【第３位】野中行政区　【第４位】八丁野行政区
③第38回宮沢杯西山秋季野球大会　〜８月30日（日）
【優　勝】林崎チーム　【準優勝】スーパーボンズ　【第３位】小松チーム　／　極楽野チーム
④第29回雫石町混合バレーボール中央大会　〜９月６日（日）
【優　勝】高前田一行政区　【準優勝】東町行政区　【第３位】晴山行政区　／　林行政区

【日時】11月14日（土）
顔合わせ　19時〜

【会場】中央公民館　野菊ホール
【対象】町内在住または勤務の方
【指導者】小原一穂氏（現役ソリスト）
【参加料】1,000円

【申し込み】中央公民館へ９月15日（火）〜10月
31日（土）までにお申し込みください。
（受付時間：平日８時30分〜17時15分）
【問い合わせ】
・申し込みについて…中央公民館（692‑4181）
・練習などについて…雫石町民音楽祭実行委員会
事務局（佐々木　692‑4285）

♪みんなで第九を歌いましょう　～雫石第九合唱団　団員募集～♪♪みんなで第九を歌いましょう　～雫石第九合唱団　団員募集～♪♪みんなで第九を歌いましょう　～雫石第九合唱団　団員募集～♪♪みんなで第九を歌いましょう　～雫石第九合唱団　団員募集～♪♪みんなで第九を歌いましょう　～雫石第九合唱団　団員募集～♪

岩手地区のコーラス団体が集う岩手地区婦人音楽祭が、今年度は雫石を会場地として開催されます。
当日は地区内５市町村から９団体が参加し、日頃練習してきた美しいハーモニーを会場いっぱいに響か
せます。会場地としてしずくいし少年少女合唱団が特別出演、花を添えます。どうぞ、お気軽にお出かけ
ください。

①第38回雫石町民相撲大会　〜９月５日（土）
〜　団体の部　〜
【優　勝】御明神小学校Ａ　　【準優勝】雫石小学校Ａ　　【第３位】安庭小学校Ａ
〜　個人の部　〜

【日時】10月18日（日）13時〜15時　入場無料！
【会場】中央公民館　野菊ホール
【出演団体】＜出演順＞
・鵜飼小PTAコーラス（滝沢村） ・コーラス白樺（八幡平市） ・葛巻アロー（葛巻町）
・西根むらさきコーラス（八幡平市）・ラディアナR（岩手町） ・しずくいし少年少女合唱団（特別）
・コーラスすずらん（滝沢村） ・コーラスななしぐれ（八幡平市）・りんどうコール（岩手町）
・しずくいし混声合唱団

★第33回岩手地区婦人音楽祭　♪野菊ホールで開催♪★第33回岩手地区婦人音楽祭　♪野菊ホールで開催♪★第33回岩手地区婦人音楽祭　♪野菊ホールで開催♪★第33回岩手地区婦人音楽祭　♪野菊ホールで開催♪★第33回岩手地区婦人音楽祭　♪野菊ホールで開催♪

順位 ３年生以下の部 ４年生の部 ５年生の部 ６年生の部
優勝 伊藤　広樹（安庭小） 川崎　清純（安庭小） 尻石　流星（御明神小） 新里　淳樹（御明神小）
準優勝 高橋　拓也（安庭小） 南黒沢　毅（御明神小） 林尻　　剛（御明神小） 高橋　真哉（南畑小）
３位 越川　静流（西根小） 小田　大夢（南畑小） 川村　祥輝（御明神小） 小野寺海渡（雫石小）
４位 若松　貴哉（南畑小） 小西　　弾（安庭小） 若林　健秀（西根小） 坂井　和樹（雫石小）
５位 煙山寛太郎（南畑小） 鈴木　慶嵩（西根小） 松田　大雅（雫石小） 櫻　　　亮（雫石小）
６位 田屋舘　純（安庭小） 倉橋　恵斗（安庭小） 村崎　拓斗（西根小） 川崎　龍清（安庭小）

スポーツの秋本番！ 町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！町内の各種スポーツ大会結果報告！

入場無料！
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● 小説 ●
・ナイン〜９つの奇跡……………………川上　健一
・口は禍いの門……………………………佐藤　雅美
・風狂の空……………………………………城野　隆
・図地反転…………………………………曽根　圭介
・心霊探偵八雲 ８ …………………………神永　学
・元気でいてよ、Ｒ２-Ｄ２。…………………北村　薫
・フリーター、家を買う……………………有川　浩
・熱い風…………………………………小池　真理子
・デパートへ行こう………………………真保　裕一
・ダブル・ジョーカー………………………柳　広司
・花と流れ星………………………………道尾　秀介
・流星さがし……………………………柴田　よしき
・オイアウエ漂流記…………………………荻原　浩
・シルフ警視と宇宙の謎……………ユーリ・ツェー
・ドラゴン・ティアーズ〜龍涙〜………石田　衣良
・プリズン・トリック……………………遠藤　武文
・僕らが旅にでる理由…………………唯野　未歩子

● 一般書 ●
・一流の人ほど小さな仕事をバカにしない

…………………………山崎　武也
・自民崩壊の300日 ……………読売新聞政治部・編
・民主党政権………………………………大下　英治
・振り込め詐欺師の正体…………………日名子　暁
・歌舞伎通になる本………………………小山　觀翁
・日本人が意外と知らないにほんの話

…………にほん再発見研究会・編
・雇用大崩壊…………………………………宮島　理
・新傾聴ボランティアのすすめ

…ホールファミリーケア協会・編
・大人のための絵本の本…………エンターブレイン
・最新版 よくわかる中性脂肪 ……栗原　毅・監修
・民主党解剖…………………………産経新聞政治部
・マンガと図解 新・くらしの税金百科2009▷2010

………………納税協会連合会・編
・二枚落ち裏定跡…………………………所司　和晴
・棋士瀬川晶司……………………日本将棋連盟・編
・最強力戦振り飛車マニュアル…………鈴木　大介

● ヤング・児童書 ●
・まめうしくんとものまねー……あきやま　ただし
・さんせーい！……………………………宮西　達也
・コウノトリはどこへいく
…アンドレア・ペトルリック・フセイノヴィッチ

・金メダリストのシューズ………………大野　益弘
・星の子モーシャ………………クアトーン・カヤン
・永遠の炎〜龍のすむ家Ⅳ〜…クリス・ダレーシー
・勇者の谷…………………ジョナサン・ストラウド
・妄想銀行……………………………………星　新一
・ことりちゃん とんだ！ ……アンドレ・ダーハン
・キャットと魔法の卵

…ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
・小学校の漢字1006字 …………………笠原　宏之
・暗黒の呼び声〜デモナータ９幕〜…ダレン・シャン
・Ｎｏ.６ ♯８…………………………あさの　あつこ

新着図書をご紹介！（８/21〜９/20受け入れ分　計181冊）

＜10〜11月の休館日ご案内＞ 【10月】12、19、26日　【11月】２〜３日、９、16、23、30日

【日　時】10月24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】
『ざぼんじいさんのかきのき』…すとう　あさえ・文
『まあちゃんのながいかみ』…たかどの　ほうこ・作

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】10月15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『いただきます』ほか
・かみしばい『ぼくおかあさんになりたい』
・パネルシアター『だれのくるまかな』
・こうさく『ふくと、どんなおと？』　　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」

【問い合わせ】692-5959

“秋だ。読書だ。浅田で泣こう。”
９月25日（金）〜10月31日（土）

中央公民館で開催される『雫石なんだり学級・朗
読鑑賞編』（10月11日開催）にちなんで、浅田次郎
さんの作品を展示します。
朗読される作品「角筈にて」をはじめ、「壬生義士
伝｣、「ま、いっか｡」などなど…

“家読（うちどく）おすすめの本”展
11月7日（土）〜11月29日（日）

『第３回親子読書のつどい』（11月７日開催）で読
み聞かせを担当するボランティアさん方と図書館ス
タッフがおすすめする本を展示します。

☆☆トピックストピックス☆　企画展☆　企画展のおのお知らせらせ☆トピックストピックス☆　企画展☆　企画展のおのお知らせらせ☆トピックス☆　企画展のお知らせ

この機会にぜひ、ご覧ください！

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://library.town.shizukuishi.iwate.jp 【問い合わせ】692-5959
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」 53 〜橋場小学校　編〜

次回は　雫石高校　からの情報をお送りします。

橋場小学校　副校長　佐藤　誠喜

今年から新しく「まなびフェスト」に掲げられた【運動大好き】【勉強大好き】【友達大好き】のテーマの
もと、たくさんの教育活動に取り組み、「橋っ子」はみんな輝いています。

●すくすく集会（7／24）
薬剤師の福田先生から「お酒」「たばこ」「薬物」

について、成長期の子ども向けのお話を、栄養士の
渡辺先生から「バ
ランスのとれた食
事」等について、
お家の人と一緒に
学びました。

●校内水泳記録会（9／2）
メインは「橋っ子ウォーターボーイズ」の水中パ

フォーマンスでした。見学に来た地域の皆さんにも
楽しんでもらいま
した。また、個人
記録に挑戦では３
年生以上全員が25
ｍ以上泳ぎまし
た。その他、水球
やＴシャツリレー
などをしました。

●ＡＥＤ講習会（9／3）
消防隊員の方々から

ＡＥＤの扱い方を、先
生方と一緒に児童も実
際に習いました。

●複式でもいきいきと学習
算数の授業を、南畑小学校６名の先生に見ていただきました。

３年生と４年生が堂々と自分の考えを述べることができました。

●大村小学校と交流学習（8／27）
年に２回（夏・冬）、大村小学校の皆さんと交流

学習をしています。今回は大村小学校へ行き、工作
やミニサッカー、
給食では５、６年
生が家庭科で作っ
たサラダをみんな
で食べました。休
み時間には、サッ
カーや陣取りをし
て楽しく遊びまし
た。

縄文時代（およそ4,500年前）、小日谷地には大きなムラがあり、多くの人々が暮らしていました…。
6月から発掘調査を進めている小日谷地ＩＢ遺跡の調査成果を現地で説明！大昔の人々の暮らしに触れ
ることのできる絶好の機会です。

【日　時】10月17日（土）午前10時30分〜
＊小雨の場合は決行します。

【場　所】雫石町小日谷地21‑1
雫石町中央浄水場敷地内・発掘調査現場
（現地集合・解散です）

【主な資料】縄文時代竪穴住居跡・貯蔵穴・柱跡
縄文土器・石器・土偶・土製品類など

【問い合わせ】社会教育課（692‑6590）

発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆発掘現場を見に行こう！！☆小日谷地ＩＢ遺跡現地説明会☆
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【問い合わせ】 学校教育課（692‑6577）

【問い合わせ】 学校教育課（692‑6576）

� 10月〜 11月の主な行事予定 �
【11月】
１㈰ 平成21年度雫石町卓球選手権大会

兼第29回雫石町行政区対抗卓球大会
第13回御所クロスカントリー駅伝大会
第７回御所地区秋季グラウンド・ゴルフ大会

１㈰〜３㈫ 第45回雫石町総合芸術祭
７㈯ 雫石小学校学習発表会

第35回雫石町内継走大会
第３回雫石町親子読書のつどい

８㈰･29㈰ 第17回雫石町民バドミントン大会
８㈰ 平成21年度御所地区卓球･綱引き大会
13㈮ 第57回雫石町小中学校音楽会
14㈯〜15㈰ 岩手県中学校新人体育大会（後期）
23㈪ 第52回雫石町無形文化財芸能祭
27㈮ 教育委員会議

【10月】
10㈯ 雫石町スポーツ・レクリエーション健康祭
11㈰ 雫石町民グラウンド・ゴルフ大会
17㈯ 町内小学校学習発表会

（七ッ森・西根・橋場・大村・南畑）
17㈯〜18㈰ 岩手県中学校新人体育大会（前期）
24㈯ 町内小学校学習発表会（上長山・安庭）
25㈰ 平成21年度雫石地区行政区対抗卓球大会

雫石高校　思郷祭
27㈫ 教育委員会議
31㈯ 町内小学校学習発表会（下長山・御明神）

広報「教育しずくいし」 11月号は 11月12日（木）発行です。

最近急に涼しくなり、紅葉が楽しみです。日が沈むのも早くなり、
やり残した事がたくさんある気がして無駄に焦ります…。思い立っ
たが吉日、という言葉は本当だと痛感しました。一度きりの人生、
まずは動いてみることが大切だなぁと思う今日この頃です。（A）

６月から始まった小日谷地ＩＢ遺跡の調査。役場に入って最も長
期の調査となり、多くの成果を得ることができました。町内で発掘
現場を見られる機会はめったにありません！10月17日の現地説明
会、現場で皆さんの来場をお待ちしてま〜す☆（Yasu）

� あとがき �

雫石町には大小様々な10の小学校があります。雫石
小学校を除くと９つの小学校はクラス替えなく、６年間
同じメンバーで生活しています。
その６年生155名ほぼ全員が、大規模校である雫石中
学校に進学します。
学習以前に思春期を迎える中学校での人間関係づくり
や大人数での集団行動に慣れることは子どもたちにとっ
て大変なことです。
雫石中学校でスムーズに意欲あふれるスタートを切る
ために、雫石町では今年度
から各小学校同士の交流会
に取り組みます。

スタートは９月28日（月）。
七ッ森小学校６年生28名と、大村小学校６年生２名

が七ッ森小学校で一緒に生活・学習しました。３時間
目・学級会、４時間目・体育、５時間目・図工、６時間
目・算数。給食もランチルームで全校150人と一緒に食
べ、掃除も分担して行い、昼休みも一緒に遊びました。
次は、雫石小学校６年生61人と上長山小学校６年生

８人の交流会が計画されており、他の学校同士も準備を
進めています。
｢よう、よろしくな」とお互いに声を掛け合えるよう

な関係になって中学校に入学して欲しい、そんな願いで
始まった取り組みです。

町教育委員会では、学校保健安全法に基づき、平成22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、10月中旬までに受診の日時や場所等をお手紙でお知ら
せしますので、ご確認の上、必ず受診してください。
なお、お知らせが届か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。

お知らせ　〜新入学予定児童の健康診断を実施します！

初めての小・小連携交流会初めての小・小連携交流会初めての小・小連携交流会初めての小・小連携交流会

平成21年度重点事業

初めての小・小連携交流会

初めての小・小連携交流会初めての小・小連携交流会

平成21年度重点事業平成21年度重点事業平成21年度重点事業

＜訂正＞８月号P４県大会男子100ｍ阿部選手の成績
第２位→第１位

＜追加＞９月号P７東北大会の結果
男子100ｍ自由形　阿部悠太選手　第５位（56″07）


