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　毎年恒例の岩手山ろくファミリーマラソンも、今大会で26回目を迎えました。近年のマラソンブームと相まって、
今年は過去最高となる参加申し込みがありました。大会当日は絶好のマラソン日和となり、1,600人を超える選手
が町総合運動公園に集まりました。

家読で　心豊かな　明るい家族 （丹内　直
なお

士
と

　安庭小６年）
平成21年度家読標語コンクール　入選作品　…学校名・学年は21年度当時のものです

　午前９時15分からの開会式には多
くの選手が参加し、３ km家族ペア
の部に出場した町内長山の下又さん
ご一家が、元気いっぱいに選手宣誓
をしてくれました。

　午前10時から、ハーフマラソンを
皮切りにスタート。岩手山を望む
コースの中、自己ベストを目指す選
手や家族で楽しく走る選手など、自
分のペースで走れることも、ファミ
リーマラソンの良さの一つです。

　午前10時30分過ぎから、選手の皆
さんが続々とゴールし始めました。
今年も大きなけがなどなく、ほとん
どの選手が見事完走を果たしました。

　恒例の豚汁やドリンクサービスも
大盛況。地元の皆さんの協力のもと、
今大会も無事に幕を閉じました。

選手のみなさん、お疲れさまでした。

【ハーフマラソン　男子高校生以上】
１位　№29　　目移　和行さん　記録1：12：31
【４ km　男子中学生】
４位　№2123　上野　洸平さん　記録0：14：34
【４ km　男子小学校高学年】
２位　№2241　桐山　大輝さん　記録0：16：00
３位　№2300　林尻　　剛さん　記録0：16：02

【４ km　女子40歳以上】
６位　№2401　竹内美智子さん　記録0：20：16
【４ km　女子高校生～39歳】
２位　№2501　竹内　　愛さん　記録0：17：23
【３ km　男子小学校低学年】
２位　№3055　杉田　真英さん　記録0：12：36

おめでとう！第26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・7名）

① ６月は「環境月間」。町立図書館で『環境に関する本』を展示中‼ ぜひご覧ください。
② 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」 1年ぶりに復活！（P8）

1,686人、走る！　　～晴天の下、今年も開催しました
　第26回岩手山ろくファミリーマラソン　　～５月16日（日）
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特 集 ① みんなで見つめよう、雫石っ子の子育ち環境
～平成22年度町教育振興運動推進協議会　総会が開催されました～

　５月12日（水）の夜、中央公民館大会議室で今年度の総会が開催されました。小学校区単
位の10実践区、中学校の地区単位の５実践区、雫石高校と合わせて16実践区の代表や学校・
家庭・地域・行政の代表など26名が参加、22年度の推進計画や役員を確認しました。その
中で、改めて実践区のみんなで子ども達を取り巻く環境を見つめ、より良い環境づくりを
話し合うことになりました。

 推進協議会の組織は？
会　長　：坂下　悦雄さん（地域代表）
副会長　：吉田　信男さん（学校代表）
事務局長：小田　純治さん（行政代表）
監　事　：上川原　寛昭さん（家庭代表）
　　　　　志田　　透さん（実践区代表）
事務局　：教育委員会職員

 みんなで子育ち環境を考える場は？　～今年度　４つの取り組みの場
　雫石っ子が健やかに成長できる環境が整っているでしょうか。それを子ども達の視点から見直そうというのが「子育
ち環境の見直し」です。

 その１　まずは「実践区での推進委員会」の場

　５者（子ども・家庭・学校・地域・行政）の代表による推進委員会で、
地域や子ども達の良さ、子育ち環境の見つめ直しなど話し合います。

 その２　７月開催予定の「地区子育て講演会」の場

　昨年度に引き続き、地区公民館を会場に開催します。今、テレビ視聴
の問題、パソコンや携帯電話に関わる被害の問題、食事と健康の問題な
どをテーマに考えています。地区での講演会にぜひお出かけください。

 その３　９月11日（土）午後開催の「第４回親子読書のつどい」の場

　心の栄養である読書が、今、学力の土台として見直されています。
　本好きの子どもに……、そう願う大人の知恵を学び合う場としてどん
な本をどう読み聞かせるか、一緒に考えます。

 その４　１月22日（土）午後開催の「実践交流会」の場

　実践は、西根小実践区、七ツ森小実践区、雫石高校が発表し、西根小
実践区からは取り組んでいる活動紹介もしてくれます。
　また、講演会として、郷土雫石を見つめ直す内容などを検討していま
す。町内の保護者も先生も地域の人も、みんな一堂に会して実践などを
通して雫石っ子の子育ち環境を考え合いましょう。

教育振興運動に関する問い合わせ　社会教育課（692-6590）

子どもを取り巻く環境をより良いものにするため、大人として様々な場に参加してみましょう。

昨年度の子育て講演会のようす

昨年度の実践交流会発表のようす
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特 集 ②

歴史と文化の学習拠点整備事業に関する問い合わせ　社会教育課（692-6590）

～重点事業「歴史と文化の学習拠点整備事業」

　町の総合計画では、「文化芸術にふれあい、ゆとりと潤いをもっ
た生活を送れるように」するために、「貴重な文化財の保存・継
承・活用」をすることとしています。
　現在、その拠点となっている町歴史民俗資料館ですが、今後、
次の４つの要素が求められていく中で、そのあり方を見直し、整
備していこうということになりました。

☆拠点として求められる４つの要素
　１）歴史・文化学習の最重要拠点であること
　２）考古・歴史・民俗等町内各種資料（＝文化財）の保存・

継承・活用の中心であること
　３）観光と潤いの拠点であること
　４）地域活性化の拠点であること

　整備計画としては、22年度は方針を定めることを中心とし、「基本構想」の策定に取り組みます。
　策定にあたっては、４つの要素に関係する課等から構成する庁内プロジェクトチームを発足させ、会議を重ねなが
らとり進めていきます。

　会議は年６回の予定で、意識共有のための学習から分野別の討議を行い、平成23年３月に構想策定となる見通しで
す。なお、順次会議の公開などを行い、町民の皆さんにも早い段階から関われるよう対応して参ります。

～ 家読におすすめ＜６月＞　町では『家読』に取り組んでいます ～

「ともだち」　……　今回は、ともだちについて考える絵本を選んでみました。

☆とん　ことり
（筒井頼子・作／林明子・絵）

福音館書店
　引っ越してきたばかりのかなえ
ちゃんの郵便受けにコトンと何か
が。すみれ、たんぽぽ、・・・そし
ておてがみ。くれたのは女の子、二
人はともだちになって外へ。ドキド
キの出会いを豊かに伝えてくれま
す。ともだちになりたい気持ちのあ
なた、あなたはどうします？

☆てがみをください
（やましたはるお・作／

むらかみつとむ・絵）文研出版
　緑いっぱいの庭に赤い郵便箱。中
をのぞくと一匹のかえるが住んでい
ました。送られた手紙を読み、手紙
がほしいかえるくんは、せっせとイ
チジクの葉に「てがみをください」
と書いてぼくに届けていたのに、ぼ
くは・・・

☆ともだち
（谷川俊太郎・作／和田　誠・絵）

玉川大学出版部
　詩人・谷川俊太郎さんが贈るエー
ル。その詩に和田さんがホッとする
絵をつけました。ともだちってどん
な人？ともだちならどうする？とも
だちってすばらしい！
　ゆっくり読んで、かみしめてほし
い絵本です。

乳幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

町の歴史や文化がより分かりやすく学習できるよう、皆さんのご意見もお待ちしています
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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
☆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

 教育委員会定例会リポート（５月）
―その１　承認事項編　―　以下の案件が報告されました

・雫石町社会教育委員の任命及び解任に関し議決を求めることの専決処理の報告について
―その２　質疑応答編　―　以下の内容が話し合われました

①子育て支援活動について
委　児童館や子育て支援センターのパンフレットな
どを見ると、いい活動をしている。生涯文化課（雫
石公民館）では親子教室を開催しているが、これ
も一つの機会として子どもを持つ親たちに参加し
て頂きたいと思う。
答　親子教室は、町内全域を対象として広く参加者
を募集し、開催しています。親子での遊びを通し
て子育ての相談等も行っています。
②教職員体制の充実について
委　教える側が充実されれば、児童生徒の学習環境
も充実し学力向上にもつながることと思う。
　　少人数学級指導や臨時的な加配等という措置に
よって充実していくという流れはあるのか。

答　小中学校とも町・県からさまざまな職員加配の
措置をして頂いています。今年度は、中学校（１
年生）を対象として少人数学級編成をしていま
す。本来であれば４学級のところ、できるだけ細
やかに生徒の指導等ができるようにと町として希
望し、35人学級編成としました。なお、少人数学
級を希望するかどうかは市町村の判断によります。
③スポ少結団式について
委　今年度、初めてスポーツ少年団による結団式が
行われたが、練習試合等の予定を組んで参加しな
いスポーツ少年団もあったと聞く。広く参加をし
てもらえるように意識を持って頂きたいと思う。
答　子ども達の交流と指導者自身の勉強・交流にも
つながることですので、今後はできる限り参加し
て頂くよう指導者へ伝えておきます。

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（692-6577）

答　答

答　答
委委　委

委委委委　委

答　答

委委委委　委

[　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！
【日　時】
[３期：午前の部]
　７月６日～９月７日（毎週火曜）10：00 ～ 11：30
[４期：午前の部]
　７月８日～９月９日（毎週木曜）10：00 ～ 11：30
[４期：夜間の部]
　７月８日～９月９日（毎週木曜）19：00 ～ 20：30
【場　所】町営体育館
【内　容】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
プログラムの実践

【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内在住の方
【定　員】それぞれ先着10人
【受講料】2,500円（体育館使用料・保険料含む）
【申し込み】６月18日（金）８：30～６月25日（金）まで
に電話でお申し込みください。

[　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！
【日　時】
[３期]
　7月６日～９月７日
　（毎週火曜）16：30～18：00
[４期]
　7月８日～９月９日（毎週木曜）16：30～18：00
【場　所】町営体育館
【内　容】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）
【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内在住の児童（６～12歳）
【定　員】それぞれ先着10人
【受講料】1,500円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】６月18日（金）８：30～６月25日（金）まで
に電話でお申し込みください。

☆平成22年度雫石町民筋力アップ＆体力向上教室☆ ☆平成22年度雫石町ジュニア・アスレティック教室☆

2 500円（体育館使用 1 500円（施設使用料
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【期　日】①７月17日（土）　②７月21日（水）
【時　間】10：00～13：00
【場　所】中央公民館　調理実習室
【テーマ】①低カロリー食
　　　　 ②高血圧予防食
　　　　 ＊上記の他に健康おやつ一品
【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
　　　　 ＊男性の参加も大歓迎！
【定　員】①②とも先着15人
【持ち物】エプロン・三角巾・受講料
【申し込み】中央公民館へ７月８日（木）までにお申
し込み下さい（受付時間　平日８：30～17：15）。
 ＊定員に達した場合は期限前でも締め切ります。
【託児室】無料託児室を準備できますので、ご希望
の方はお申し込み時にご相談ください。

【日　時】８月１日（日）14：00開演（13：30開場）
【場　所】中央公民館内特設ステージ
【朗　読】ＩＢＣ岩手放送　大塚富夫さん・吉田瑞穂さん
【鑑賞料】一人500円（中高生無料）
　　　　 ＊小学生以下の入場はできません。
【対　象】町内外限らずどなたでも参加可能です。
【定　員】先着80名
【申し込み】中央公民館へ７／23（金）までにお申し込みください（受付時間　平日８：30 ～ 17：15）。
 ＊定員に達した場合は期限前でも締め切ります。
【託児室】無料託児室を準備できますので「子育て世代」「孫

・ ・ ・

かで世代」もぜひご参加を！鑑賞申し込み時に
併せてお申し込みください！

おいしい「どら焼き」を作りましょう！
【日　時】①６月27日（日）　②６月28日（月）
　　　　 10：00～12：00
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】一人500円
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】①②とも先着15人
【申し込み】御所公民館へ６月24日（木）までにお申
し込み下さい（受付時間　平日８：30～17：00）。

☆ヘルシークッキング☆

☆雫石なんだり学級朗読鑑賞編　浅田次郎作「うらぼんえ」☆
天涯孤独と思っていたちえ子にもたった一人の味方がいた…

☆御所公民館・おやつ作り教室☆

● ６月～７月の主な行事予定 ●
【 6月】
12㈯～13㈰　雫石町春季スポーツ少年団野球大会
13㈰ いわて銀河100 kmチャレンジマラソン大会
19㈯～21㈪　岩手地区中学校総合体育大会
20㈰ 御明神地区行政区対抗野球大会
23㈬ 第44回町小学校陸上記録会
27㈰ 雫石地区女子ソフトボール大会
28㈪ 教育委員会議

【 7月】
１㈭ 雫石町老人スポーツ大会
17㈯～19㈪ 県中学校総合体育大会
22㈭ 教育委員会議

23㈮ 小中学校終業式
 （上長山・下長山・西根・橋場小、雫石中）
26㈪ 小学校終業式
 （雫石・御明神・大村・南畑・安庭）
27㈫ 七ツ森小学校終業式
28㈬～31㈯
　 富士市・雫石町少年交流事業
31㈯～８月２㈪
　 岩手県学童軟式野球大会

☆７月の各種地区スポーツ大会の日程については、
参議院選挙の日程により変動することが予想されま
すので、掲載しておりません。直接担当にお問い合
わせ、または７月号の本紙をご参照ください。

大塚富夫さん 吉田瑞穂さん
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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 ://library.town.shizukuishi.iwate.jp 【問い合わせ】692-5959

 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」

【日　時】６月17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『あかずきん』ほか
・かみしばい『もりのぶらんこ』
・パネルシアター『はねはねはねちゃん』
・こうさく『ふうせん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】６月26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】
・『かさどろぼう』……シビル・ウェッタシンハ 作･絵
・『マックマウスさん』……………レオ・レオニ 作･絵
・『ねえ、いいでしょ、おかあさん』
　　　　　………………おぼ　まこと 作･絵　　など

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！（４/21～５/20受け入れ分　計211冊）

・サカサかぞくのだんなキスがすきなんだ …宮西　達也
・とどろケ淵のメッケ……………………富安　陽子
・ねこじたなのにお茶がすき……………今江　祥智
・ぼくのブック・ウーマン………ヘザー・ヘンソン
・王さまライオンのケーキ …マシュー・マケリゴット
・子ネコききいっぱつ………ルーシー・ダニエルズ
・これぞ決定版　すべらない話…ジャン・ルイ・松岡
・ちっちゃなトラックレッドくん みやにし　たつや

・ルルとララのシャーベット……あんびる　やすこ
・リリース…………………………………草野　たき
・「怖い」が、好き！ ……………………加門　七海
・100円からできる国際協力
　　 …100円からできる国際協力編集委員会　編
・こぞうさんとりゅうのたま……はせがわ　せつこ
・いーれーてー………………………わたなべ　あや
・とうさんはタツノオトシゴ……エリック・カール

●  ヤング・児童書 ●

〈６～７月の休館日ご案内〉【６月】14、21、28日　【７月】5、12、19、26日

●  一般書 ●

●  小説 ●

・ぶらり日本史散策………………………半藤　一利
・小沢君、水沢へ帰りたまえ………………江藤　淳
・新幹線の運転…………………………にわ　あつし
・乗り移り人生相談………………………島地　和彦
・実録　事業仕分け………………………若林　亜紀
・勉強しなければ大丈夫…………………五味　太郎
・チャランポラン闘病記………………林家　こん平
・自炊男子…………………………………五十嵐　豪

・スリー・カップス・オブ・ティー
　　　………………………グレッグ・モーテンソン
・花と葉で見わける野草…………近田　文弘　監修
・私がしたことは殺人ですか？………須田　セツ子
・幸せをはこぶ　天使のパン…………宇佐美　総子
・６％の明日 …………………………キャシー中島
・島田秀平の手相占い……………………島田　秀平
・犬部！～北里大学獣医学部～…………片野　ゆか

・暁英～鴈説・鹿鳴館～……………………北森　鴻
・赤い森………………………………………折原　一
・Ｄカラーバケーション…………………加藤　実秋
・奇妙な賽銭……………………………澤田　ふじ子
・白と黒が出会うとき……………………新堂　冬樹
・和菓子のアン………………………………坂木　司
・存在の美しい哀しみ…………………小池　真理子

・すれ違う背中を…………………………乃南　アサ
・不等辺三角形……………………………内田　康夫
・帰ってきたかい人21面相……………小笠原　和彦
・遍路みち…………………………………津村　節子
・１Ｑ８４　BOOK ３ …………………村上　春樹
・おじさんとおばさん……………………平　安寿子
・ＷＯＲＬＤ　ＷＡＲ　Ｚ…マックス・ブルックス

　図書館協議会委員は、主に年２回の会議で町立図書館の運営に関する事項について話し合い、図書館の運営を円滑
に進めるためのご意見をいただきます。平成22年度～23年度の委員として、次の５人が委嘱されました。

　・小畑耕一郎さん（学校教育関係者） ・上野　宏さん（学識経験者） ・丸山扶美子さん（社会教育関係者）
　・今川淳子さん（図書館利用者） ・池田弘子さん（図書館利用者・公募）

　また、前図書館協議会委員の小田靖子さんと岩持洋子さんが、４月16日に県図書館協会永年勤続者として表彰され
ました。長年にわたり町立図書館協議会委員としてご尽力いただきましたお二人に感謝申し上げます。

図書館トピックス）～図書館協議会委員　よろしくおねがいします＆ありがとうございました～
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№61 安庭小学校　編～
安庭小学校　　副校長　藤原　さえ子

　待望の「相撲場」が、昨年の８月に完成し、土俵開き・
奉納相撲大会が行われました。以前あった相撲場は、校
舎改築に伴い撤去されていました。相撲場づくりにおい
ては、保護者・地域の皆様の物心両面にわたる大きな支
援をいただきました。子ども達も「土俵づくり」のため
の石拾い等にも参加しました。
　８月22日（土）には、奉納相撲大会が実施されました。
大会には、町内の小学校はもちろん、安庭小学校の女子
も参加して門出にふさわしい盛大な大会にすることがで
きました。大会に先だっての土俵開きでは、餅まきも行
い、子どもから大人までにぎやかに参加しました。

　新しい相撲場は、子ども達の練習場として利用されて
います。大会前には暗くなっても、照明をつけて練習で
き、保護者の方が虫除けのために草を燃やして協力して
います。煙い中で、頑張っていました。校内相撲大会も
７月末のグリーンキャンプの際に復活する予定です。
　また、四方から観戦できる相撲場であり、広い駐車場
があるため、大会運営上利便性が高いと思われます。今
年度、９月12日には岩手県学童相撲大会が開催される予
定になっています。

次回は　橋場小学校　からの情報をお送りします。

　５月15日、青空の下、平成22年度中学校体育祭が盛
大に開催されました。今年は、天候が不順で思うよう
に練習ができませんでしたが、それでも、生徒一人ひ
とりが素晴らしい体育祭にしようと、練習や準備を重
ねてきました。
　当日は、多くの来賓をはじめ保護者の方々、地域の
方々に、熱く燃える雫中生の姿を見せてくれました。

　伝統の応援合戦も見応えがあり、県下一ともいわ
れる雫中応援団の心意気を見た気がします。全員リ
レー・騎馬戦・棒倒しなどなど、各組団とも「完全燃
焼」の体育祭でした。
　関係したすべてのみなさま、応援ありがとうござい
ました。

築け団結　燃え上がれ雫中魂！　　～雫石中学校体育祭　5月15日（土）

275_004_315.indd   7 10/06/03   10:51



8  広報●教育しずくいし●2010●６●No.63●

広報「教育しずくいし」７月号は　７月８日（木）発行です。

● あとがき ●
　最近、命について考えさせられることがとても多いです。自然か
ら命を頂いて生きている中で、食べるためではなしに失われる命が
あるという現状。命が繋がっていくことについて、人間はもっと考
え、責任を持たなければと強く感じます。（A）

　今年度担当する２大事業「歴史と文化の学習拠点整備事業」と「町
史ダイジェスト版作成」が本格的にスタート。どちらも将来にずっ
と残るであろうといった性格のもので、プレッシャーに押しつぶさ
れ…ではなく身が引き締まる思いの毎日です。（Yasu）

☆町スポーツ振興審議会委員　公募します☆
　教育委員会では、標記委員の改選に伴い、委員の一部を公募します。
　町スポーツ振興審議会は、教育委員会の諮問機関で、その役割は、町
のスポーツ振興に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を
調査審議することとなっています。

【募集人員】２人
【任　　期】委嘱の日から２年間
【応募資格】以下の項目をすべて満たしていること。
　（ただし、国・地方公共団体の職員は除きます）
①20歳以上（平成22年４月１日現在）で、本町に在住
していること
②調査審議する内容に関して十分な見識を有している
こと
③年１回、平日の日中に開催する会議に出席可能であ
ること

【応募方法】町教育委員会に備え付けの[応募申込書兼
履歴書]に必要事項を記入し、持参・郵送またはFAX
で応募してください。
【書類提出先】町教育委員会社会教育課
　　　　　　（生涯スポーツグループ）
〒020‒0595　雫石町千刈田５番地１
　　（FAX：692-1311）
【受付期間】　６月17日（木）必着
【選　考】別途設置する選考委員会で書類選考を行い
ます。なお、選考結果は応募者全員に通知します。
【問い合わせ】社会教育課（内線283）

募　集　要　項

　平成22年３月、西根小学校の陸屋根部分
に太陽光パネルが設置されました。
　これは、国の補助事業を活用し、雨漏り
が著しい屋根の防水工事と併せて実施した
ものです。
　太陽光パネルの設置によって、施設の消
費電力の一部がまかなわれることになり、
加えて環境保全や省エネルギー等、児童の
学習教材としても活用されることになりま
した。

施設改修完了しました！　　　　　　　　～その③　学校施設編

太陽光パネル外観 モニターに発電のようすを表示

復活！リレーコ
ラム 第３回　「担当から見たファミリーマラソン」の巻

社会教育課主事　　大櫻　陸（生涯スポーツグループ）

　スポーツの持つ力は、想像以上に大きいものです。
　岩手山ろくファミリーマラソンは、今年で26回目の
開催となりました。今年の春採用された私は22歳。過
去の大会に携わった方々の努力や工夫が積み重ねら
れ、今大会に至ったと考えると、感慨深いものがあり
ます。

　確かに、大会規模を考えると、決して大きな大会と
は言えません。しかしながら、親子ペアが手を繋いで
ゴールする姿や80歳を超えた方の走る姿を見ている
と、大きな意義を感じます。
　「あの時、お父さんと手を繋いでゴールしたよね」
そんな風に家族みんなで思いだしてくれたら、大会に
携わった者の１人として、とても嬉しく思います。
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