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第44回雫石町小学校陸上記録会・岩手地区中学校総合体育大会の結果（3位以上）は折込で紹介！
〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　今年の地区中総体、雫石中学校は団体５種目で優勝し、個人戦でも大奮闘でした。
　７月17日～19日には県大会が開催されます。皆さんの応援よろしくお願いします！

よみたいな　テレビをけして　おかあさんと （藤本　妃
ひ か り

香里　大村小２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

　当初６月23日の予定だった陸上記録会で
すが、雨天により24日に順延に。24日の朝
は本降りの雨で、選手も関係者も心配しま
したが、競技が始まる頃には雨も止み、そ
の後には青空も広がりました。
　時折強い風が吹く難しいコンディション
ではありましたが、選手達は自己ベストの
更新、そして大会記録の更新を目指して、
元気一杯に走り、投げ、跳び、大変よく頑
張りました。
　各校の応援団も選手を全力で応援し、陸
上競技場には元気な声が響いていました。
　お父さん、お母さん、おじいちゃん、お
ばあちゃん、そして、地域のみなさん、ス
タンドからの熱い声援、ありがとうござい
ました。
　来年も子ども達の活躍をぜひ見に来てく
ださい‼

【優勝種目（団体）】
☆野球　（決勝・滝沢中　1－0）
☆バレーボール女子
　（決勝Ｔ・対一本木中　2－0／対西根中　2－0）
☆バスケットボール男子
　（決勝・対西根一中　68－42）
☆卓球男子
☆バドミントン女子
　（対安代中　2－0／対滝南中　2－1）

【優勝種目（個人）】
☆バドミントン男子ダブルス　　原　優助・山本翔之組
☆バドミントン女子シングルス　木村華依選手
☆バドミントン女子ダブルス　　佐山莉奈・平渡　咲組
☆卓球男子　村松信吾選手
☆柔道男子66㎏級　小野寺柾光選手
　　　　　73㎏級　高橋　治希選手
　　　　　81㎏級　谷地　颯汰選手
☆柔道女子63㎏級　岩持　瑠璃選手

第44回雫石町小学校陸上記録会　～６月24日（木）
雨雲を吹き飛ばし、風に立ち向かい、みんな全力で頑張りました！

今年も大活躍！雫石中　岩手地区中学校総合体育大会　～６月19日～22日

【各種目の優勝者紹介】（敬称略）
種　目 ５年 ６年

100Ｍ 男子 松原　恭太（上長山） 林尻　　剛（御明神）
女子 伊藤　愛弓（雫石） 山本　樹里（雫石）

200Ｍ 男子 松原　恭太（上長山） 林尻　　剛（御明神）
女子 櫻田咲也花（西根） 水口　真憂（御明神）

1000Ｍ 男子 松井　僚亮（雫石） 柿木　郁人（橋場）
800Ｍ 女子 櫻田咲也花（西根） 藤村　　舞（七ッ森）

80ＭH 男子 川崎　清純（安庭） 坂本　佳太（雫石）
女子 水口　優依（御明神） 新里　真由（御明神）

ボール投げ 男子 高橋　慧太（安庭） 若林　健秀（西根）
女子 笹川　優香（下長山） 野中美紗希（上長山）

走り高跳び 男子 田中　主税（七ッ森） 村崎　拓斗（西根）
女子 高橋　朱稟（南畑） 古館　理子（七ッ森）

走り幅跳び 男子 藤原　　知（雫石） 簗場　　丈（雫石）
女子 谷地　明香（雫石） 遠藤　美紗（安庭）

400ｍリレー 男子 雫石小学校（56秒９）
女子 雫石小学校（１分01秒２）

特集1

特集2
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特 集 中継…実践区の取り組み状況（1）
　雫石町教育振興運動推進協議会では、今年度の共通課題として読書の推進に取り組んで
いますが、町内の小中学校実践区では、共通課題に加え独自課題にも一生懸命取り組んで
います。
　そんな実践区での取り組みの様子をシリーズで紹介していきます。
　第１回は、御明神小学校、下長山小学校、大村小学校実践区からの報告です。

　御明神小学校の運動会は、５月22日(土)に行われました。今年
は、児童会のスローガン「教え合い、喜び合おう」を合い言葉に、
縦割り班を中心にして全校の気持ちがより一つに結ばれる運動会
を目指しました。
　子供たちの頑張りに応えるために、ＰＴＡをはじめ地域の方々
が協力し、「杉の葉の入場門」を復活させてくださいました。軽
トラック約５台分の学校林の杉の葉を使った門は、保護者・地域
民・子ども達の手で組み立てられ、快晴の空の下、堂々とした姿
で子供たちを見守ってくれました。

　下長山小学校教育振興運動実践協議会では、７月６日に総会を開催する予
定で、今年度の推進事項は、読書活動とあいさつ運動です。
　読書については、ボランティア活用と全校体制による朝読書と家読の充実、
あいさつ運動は、「あいさつで広げよう地域のＷＡ（和・輪）」の学校、家庭、
地域に広げるあいさつに取り組んでいます。
　また、７月13日に食育・健康についての教
育講演会、９月にふるさと学習の学校めぐり
を計画し、地域理解を考えております。

　大村小学校実践区は、今年度も教育振興運動の独自
課題である神楽の伝承、スポーツ少年団の活動をス
タートさせました。運動会では、山祗神楽保存会の方々
のご指導の下、１年生３人を交えて神楽の鶏舞を地域
に披露することができました。

　今年度始めのPTA役員会では、町の共通課題であ
る読書の取り組みとして、「家読」を計画的に行うこ
とを確認し合いました。５月には環境ウィークにあわ
せ、ESD円卓会議の共同行動に参加し、テレビやゲー
ムを消した時間を読書にあてる活動に取り組みました。
　６月29日には、大村地区の各団体の代表者を交え、
親子で立てた家読の計画を発表する予定です。

教育振興運動に関する問い合わせ　社会教育課（692-6590）

　９月には、宮澤賢治と親交が深
かった大村ゆかりの作家について
のお話をお聞きするなど、子ども
たちが目を輝かせ、読書に親しむ
活動を計画中です。教育振興運動
により、「たくましく、心豊かな
大村っ子」をめざします。

御明神小学校

下長山小学校

大村小学校
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～ 家読におすすめ＜７月＞　町では『家読』に取り組んでいます ～

「科学の絵本」　……　今回はすてきな写真をもとにした絵本の紹介をします。おもしろいですよ！

☆まほうのコップ
（藤田　千枝　構成／
 長谷川摂子　文／
 川島敏生　写真）　　　福音館書店
　コップに水を入れて、コップ越し
に見ると・・・。あれっ、イチゴが
ぐんにゃり！１本のフォークが２本
になって、キュウリがねじれて大変
身。お家でもすぐにできますよ。さ
あ、親子でやってみましょう。

☆こいぬがうまれるよ
（ジョアンナ・コール　文／
ジェローム・ウェクスラー　写真)
　　　　　　　　　福音館書店

　子犬が生まれ、目が開き、耳が聞
こえ、鳴くことができて、ようやく
一か月、おすわりができました！手
のひらにちょこんと乗るくらいの赤
ちゃん犬が、ゆっくりゆっくり大き
くなっていきます。

☆子リスをそだてた森
（増田　戻樹　写真・文）

　あかね書房
　リスのいる場所で餌づけをして2
年目、木の皮を何度もはがしては運
んでいくリスの姿を見つけます。で
もその後、巣を移動してしまいまし
た。どこへいったのでしょう。ニホ
ンリスとの感動の出会いをつづった
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

 教育委員会定例会リポート（６月）
―その１　決定事項編　―　以下の案件が報告されました

・雫石町スポーツ振興審議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて
―その２　質疑応答編　―　以下の内容が話し合われました

①小・小連携交流について
委　小規模校や複式教育にはそれぞれの良さがある
反面、課題も多いのではないか。雫石は10の小学
校から１つの中学校に進学する。中１ギャップの
解消にもつながる、意義のある取り組みと思う。
答　以前から交流をしている学校もあり、昨年度は
試行的に雫石小と上長山小、七ッ森小と大村小で
開催しました。今年度は４回行います。一緒に授
業を受け、昼食を共にしながら、さまざまなもの
の見方や考え方に触れ、お互いを知り理解するこ
とで、中学校生活を好ましくスタートさせられる
ようにします。なお、当日は保護者や地域の方々
にも見て頂けるよう、授業参観日としています。

②子育て講演会について
委　今年度４地区で行われる子育て講演会はどのよ
うに周知されているか。昨年の講演会も大変有意
義な話を聞くことができた。今年も期待している。
たくさんの方々に聞いて頂きたいと思う。
答　案内は各世帯へ回覧しています。この他に、各
学校、ＰＴＡ組織、教振の各実践区、保育所等を
通じて、園児の父兄や雫石公民館の親子教室の参
加者のみなさんにもお知らせしています。多数の
参加を期待しています。

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）

● ７月～８月の主な行事予定 ●
【７月】
11㈰ 西山地区壮年男子ソフトボール大会
 御明神地区混合バレーボール大会
17㈯～19㈪ 県中学校総合体育大会
18㈰ 第48回御所地区行政区対抗野球大会
23㈮ 小中学校終業式
 （上長山・下長山・西根・橋場小、雫石中）
25㈰ 第45回御所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
 雫石地区男子ソフトボール大会

26㈪ 教育委員会議
 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

【８月】
3 ㈫ 第36回雫石町小学校水泳記録会
8㈰ 雫石地区混合バレーボール大会
14㈯ 雫石町長杯野球大会
16㈪ 第32回御明神夏まつり
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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

【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！

　この「雫石なんだり学級・朗読鑑賞編」をお手伝
いしてくれるボランティアを募集します！
【主な内容】当日パンフレットの準備
 舞台セッティング・客席設営・会場案内など
【日　程】①②③すべて出席できる方に限ります。
①７月30日（金）９：00～12：00
②７月31日（土）16：00～20：00
③８月１日（日）12：00～17：00
【募集人数】３人（高校生可）
【申し込み・問い合わせ】中央公民館へ

新盆のために夫の実家へ行ったちえこの前に　祖父の亡霊が現れて…
真夏の不思議な出会いが、人々の心を解きほぐしていく―。

☆雫石なんだり学級朗読鑑賞編　浅田次郎作「うらぼんえ」☆

☆手作りクラブ夏休み編　～大工さんと一緒に小さなイスを作ろう！☆
【日時・送迎バス運行コース】
№ 日　時 送迎バス運行コース（停留所）
① ８月４日（水）10：00～12：00 Ａ（大村小学校、南畑小学校、御所公民館、歴史民俗資料館）

② ８月４日（水）13：30～15：30 Ｂ（上長山小学校、西山公民館、下長山小学校、　　七ツ森公民館、東町公民館）
③ ８月５日（木）10：00～12：00 Ｃ（橋場小学校、御明神公民館、西根小学校）
④ ８月５日（木）13：30～15：30 Ａ（大村小学校、南畑小学校、御所公民館、歴史民俗資料館）

⑤ ８月６日（金）10：00～12：00 Ｂ（上長山小学校、西山公民館、下長山小学校、　　七ツ森地公民館、東町公民館）
⑥ ８月６日（金）13：30～15：30 Ｃ（橋場小学校、御明神公民館、西根小学校）
＊送迎バスについて＊
　１）送迎バスを利用したい場合は、あらかじめ申込時にその旨をお伝えください。
　２）送迎バスの発着時刻については、中央公民館へ直接お問い合わせください。
　３）送迎バスを利用しない（中央公民館に直接来館できる）方は、上記①～⑥のどの日程でも参加できます。

【場　所】中央公民館
【講　師】住工房森の音（有）美建工業の大工さん
【対象・定員】町内の小学生・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23日（金）までにお申し込み下さい。
　　　　　（受付時間：平日８：30 ～ 17：15）

～舞台裏を体験してみよう～
●バックステージボランティア募集中！●

大塚富夫さん 吉田瑞穂さん

275_006_310.indd   4 10/07/02   14:40



5 広報●教育しずくいし●2010●7●No.64●

　8月16日に開催する「御明神夏祭り」の舟っこ流
しに、自分の灯籠を流してみよう！
【日　時】８月４日（水）10：00～12：00
【場　所】御明神公民館
【参加料】 無料（材料等はすべて公民館で準備します）
【対　象】町内の小学生
【定　員】20人（定員になり次第締め切ります）
【申し込み】御明神公民館へお申し込みください（受
付時間：平日８：30 ～ 17：00）。
〈御明神夏祭りの詳細は８ページをご覧ください！〉

【日　時】①８月18日（水）　②８月21日（土）　いずれも10：00 ～ 13：00
【場　所】中央公民館　調理実習室
【テーマ】①骨粗鬆症予防食　②美肌食　＊このほかに健康おやつ一品
【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15人（定員になり次第締め切ります）
【持ち物】エプロン・三角巾
【申し込み】中央公民館へ８月６日（金）までにお申し込み下さい（受付時間　平日８：30 ～ 17：15）。
【託児室】無料託児室を準備できます。ご希望の方はお申し込み時にご相談ください。

　シニアの方向けに、これからインターネットをやってみたい方、パソコンを活用したい方、そんな皆様に
インターネットを活用するきっかけをご用意致しました。この機会にぜひ学んでみませんか？
【内容・日時・場所・定員】
（1）セミナー　インターネットについての概要を座学形式で行います。
№ 日　時 場　所 定員
① ７月15日（木）10：00～12：00 雫石公民館

各回10人
② ７月15日（木）13：30～15：30 西山公民館
③ ７月20日（火）10：00～12：00 御明神公民館
④ ７月20日（火）13：30～15：30 御所公民館
（2）講習会　各項目を２時間ずつ、実際にパソコンやインターネットを体験して頂きます。
№ 期　日 内　容 時　間 場　所 定　員
① ７月22日（木） パソコンについて

〈午前の部〉
　10：00 ～ 12：00
〈午後の部〉
　13：30 ～ 15：30

西山公民館 午前・午後
各回10人

② ７月27日（火） データの使い方　
③ ７月29日（木） インターネットの使い方
④ ８月３日（火） 電子メールの使い方
⑤ ８月５日（木） セキュリティ対策の実施
⑥ ８月10日（火） ブログの作り方
⑦ ８月17日（火） インターネットでお買いもの
⑧ ８月19日（木） 動画の見方と講習会のまとめ
【講　師】（有）ホロニックシステムズ
【参加料】無料
【問い合わせ】セミナー、講習会とも西山公民館へお申し込みください（平日８：30 ～ 17：15）。

☆シニアのためのインターネット講座　（県のＩＴサポート事業として開催されるものです）☆

プリンと杏仁豆腐を作ろう！
【日　時】①８月８日（日）　②８月９日（月）
　　 　　いずれも10：00 ～ 12：00
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】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８月４日（水）までにお申
し込み下さい（受付時間：平日８：30 ～ 17：00）。

☆灯籠づくり教室☆

☆ヘルシークッキング☆

☆御所公民館・おやつ作り教室☆
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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】７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『きんぎょのひるね』ほか
・かみしばい『もりのおふろ』
・パネルシアター『ノンタンもぐもぐ』
・こうさく『たなばたかざりをつくろう』　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！

【日　時】７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】
・『そのつもり』………………………… 荒井　良二 作
・『がちょうとキツネ』……… ジャック・ケント さく
　　　　　　　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！（5/21 ～ 6/20受け入れ分　計139冊）

・ぼくらの輪廻転生…………………さとう　まきこ
・ＲＤＧ ３ ………………………………荻原　規子
・すきがいっぱい マーガレット・ワイズ・ブラウン
・なにわのでっちこまめどん～どろぼうどいつやの巻～
　　　　　　　　 ……………………村上　しいこ
・ぼくのハはもうおとな………………かこ　さとし
・どうしちゃったの？ねずみくん…なかえ　よしを
・ハンター…………………………ジョイ・カウリー
・おしゃべりな五線譜……………………香谷　美季
・まるまるまるのほん………ルーシー・ダニエルズ
・かぞえてかぞえてたんじょうび！
　　　　　　　　 ……………ヤーク・ドレーセン
・パパ、おばけがいるよ。
　　　　　　　　 ……ヒド・ファン・ヘネヒテン
・上ばきケンタの家出……………………佐藤　四郎
・たこやきようちえん～たのしいえんそく～
　　　　　　　　 ………………さいとう　しのぶ
・こねこのモモちゃん美容室……なりゆき　わかこ
・きみのせかいはどんないろ？…………ボブ・ジル

●  ヤング・児童書 ●

〈７～８月の休館日ご案内〉【７月】12、19、26日　【８月】2、9、16、23、30日

●  一般書 ●

●  小説 ●

・パンツは一生の友だち～排泄ケアナース実録～
　　　　　　　　………………………西村　かおる
・改革逆走…………………………………大田　弘子
・85％の肩こり・腰痛は自分で治せます …谷　諭
・戒名は自分で決める……………………島田　裕巳
・男おひとりさま術………………………島地　和彦
・いのちの森の台所………………………佐藤　初女
・日本警察が潰れた日……………………小野　義雄
・城と姫……………………………………楠戸　義昭
・世間はやかん……………………………立川　談志
・奇跡のウエディング……………………高橋　梨香
・へんな国会……………………………のり　たまみ
・鶴になった老人…………………………高橋　良治
・なぜ女性は老後資金を準備できないか
　　　　　　　　…………………………野尻　哲史

・夜行観覧車………………………………湊　かなえ
・王国 その４～アナザー・ワールド～
　　　　　　　　…………………よしもと　ばなな
・ラスト・ソング……………ニコラス・スパークス
・薔薇を拒む………………………………近藤　史恵
・キング＆クイーン…………………………柳　広司
・ぼくの名はチェット…………スペンサー・クイン
・おじゃみ…………………………………神狛　しず
・初　陣………………………………………今野　敏
・依頼人……………………………………結城　五郎
・幕末銃姫伝……………………………藤本　ひとみ
・火群（ほむら）のごとく…………あさの　あつこ
・道徳という名の少年……………………桜庭　一樹
・桃色東京塔……………………………柴田　よしき
・小暮写眞館……………………………宮部　みゆき
・預　言……………………………ダニエル・キイス

　８月１日に中央公民館と共催で開催する「雫石な
んだり学級・朗読鑑賞編」の作品は、浅田次郎作の
『うらぼんえ』。祖父の亡霊が孫に会いにやってくる
というお話です。今回、これに合わせて“怖～い作
品”を集めて展示・貸出をします。あんな作品…こ
んな作品…で涼んでください。

【期　間】７月23日（金）～８月15日（日）

“怖～い作品”
展示します！

暑い夏を本で涼しく

275_006_310.indd   6 10/07/02   14:40



7 広報●教育しずくいし●2010●7●No.64●

今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№62 橋場小学校　編～

健康一番　歯科保健集会 橋場小学校　　校長　舘澤　卓宏

　本校では学校経営の柱の一つに「健康安全に対する意
識と実践力の向上」を掲げ、食育・性教育・薬物乱用防
止教育など「生命に対する教育」の充実に努めています。
　６月15日、今年も谷藤歯科医院の谷藤祝子先生と井上
範子先生を講師にお招きして歯科保健集会を行いまし
た。９日に実施した歯科検診では、14人中、むし歯０の
子が５人、治療済みの子が６人とまずまずの結果でした
が、「歯と口の健康」についてしっかり学んで欲しいと
言う願いから行っているものです。

　当日は、むし歯０の子と治療済みの子に賞状を渡した
後、保健・給食委員会の子ども達が考えたクイズに挑戦
し、特に、“ちょこちょこ間食”をやめ、おやつの時間と
回数を決めて食べることと、食べたらすぐ磨くことが大
切なので“１日３回、食後の歯みがき”を欠かさないこと
を確かめ合いました。

　次に、谷藤先生から「正しい歯のみがき方」をご指導
いただきました。歯の汚れ具合を、カラーテスターを使っ
て赤く染まった歯をチェックしながら、正しい歯ブラシ
の使い方を確認しました。どの子もお話の聞き方がよく、
集中して熱心に歯みがきの実技学習を頑張りました。最
後に、正しい歯ブラシの大きさや取替え時期、そして「か
む」ことの大切さも教えていただきました。これからも、
８０２０を合言葉に、頑張っていきたいと思っています。

次回は雫石高校からの情報をお送りします。

[各種スポーツ大会結果報告！ ]
①御所地区グラウンドゴルフ大会　～５月23日（日）
　【優　勝】大村行政区　【準優勝】舛沢行政区
　【第３位】鴬宿行政区Ａ
②雫石地区行政区対抗野球大会　～６月６日（日）
　【優　勝】晴山行政区　【準優勝】林行政区
　【第３位】中町一行政区・中沼行政区
③御所地区行政区対抗混合バレー大会　～６月６日（日）
　【優　勝】安庭行政区
　【準優勝】矢櫃・町場・九十九沢混合チーム
　【第３位】天戸行政区・鴬宿行政区
④御明神地区壮年男子ソフトボール大会

　～６月６日（日）
　【優　勝】下春木場行政区　【準優勝】天瀬行政区
　【第３位】南行政区・横欠行政区
⑤西山地区行政区対抗野球大会　～６月６日（日）
　【優　勝】林崎行政区　【準優勝】篠崎行政区
　【第３位】五区行政区・極楽野行政区

⑥第39回雫石町スポーツ少年団春季野球大会
　～６月12日（土）～13日（日）

（メインの部）【優　勝】西山ボンズ
　　　　　　　【準優勝】安庭ブルーサンダース
（育成の部）　 【優　勝】安庭ブルーサンダースJr
　　　　　　　【準優勝】雫石ベアーズ野球スポーツ少年団

⑦御明神地区行政区対抗野球大会　～６月20日（日）
　【優　勝】南行政区　【準優勝】横欠行政区
　【第３位】まがき行政区・和野行政区
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広報「教育しずくいし」８月号は　８月12日（木）発行です。

● あとがき ●
　普段はスポーツから縁遠い生活ですが、久々にサッカー観戦をし
ました。FIFAワールドカップ、日本代表の勇姿に感動！チームと
してかっこいいと思いました。そういえば、昔あんなに集めたJリー
グカードは今どこにしまってあるのか…。　（A）

　先日、この広報「教育しずくいし」の取り組みに関する事例発表
をしてきました。せっかくの機会なので、発刊当時を振り返る資料
（映像）も製作。そう言えば当時はいろんなことがあったなぁ…も
う６年前か…改めて時の流れの速さを実感！（Yasu）

☆野菊ホールメインコンサート☆
【日　時】８月20日（金）
　　　　 18：30開演（18：00開場）
【場　所】中央公民館野菊ホール
【曲　目】「弦楽のための三章」ほか
【入場料】前売500円（当日700円）
　　　 ＊小学生以下無料・乳幼児は入場不可
【プレイガイド】中央公民館及び各地区公民館・カワ
トクプレイガイド・プラザおでってで７月15日（木）
から発売します。
【託児室】無料託児室を開設します。中央公民館へお
問い合わせください（電話692-4181）。

☆まきば園ミニコンサート☆
【日　時】８月19日（木）
　開演時間：①11：30
　　　　　　②14：30
【場　所】小岩井農場まきば園
【曲　目】「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」

ほか
【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。入園料はまきば園にお問い合わせください。
【問い合わせ】
 小岩井農場まきば園
 （電話692-4321）

【日　時】８月16日（月）
　〈盆踊り大会〉18：00 ～ 19：20　〈舟っこ流し〉20：15 ～
　〈花火大会〉　 20：25 ～
【場　所】御明神公民館駐車場（盆踊り大会）
　　　 　御明神大橋河川敷（舟っこ流し・花火大会）
【その他】盆踊り大会に参加した方は、豪華景品が当たる大抽選会にも参加できます。
 お楽しみに！ ＊ただし景品数に限りがありますのでご了承ください。
【問い合わせ】御明神公民館

夏はプールに！　県営屋内温水プール（ホットスイム）夏季期間（７・８月）開館時間延長♪
【期間】７月17日(土)～８月22日(日)　【開館時間】月曜～土曜…10：00～20：00　日・祝日…10：00～17：00

☆８月８日（日）　10：00～17：00は夏休み企画無料開放！皆さんの来場をお待ちしています☆

☆歴史と文化の学習拠点整備事業
庁内プロジェクト会議を開催します☆

　この事業は、現在の歴史民俗資料館のあり方を見直し、
町の歴史や文化を学習できる拠点整備に向け、今年度は
「基本構想」の策定に取り組むというものです。
　興味・関心のある方、会議を見学してみませんか？
【日　時】８月10日(火）＊予定
【場　所】雫石町役場
【内　容】基本構想の枠組みの検討（ワークショップ）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・10人
【申し込み】必ず事前に事務局（社会教育課）へお申し
込みください（電話692-6590）。

中央公民館 1階ロビー　ふれあい広場展示のご案内

☆ふれあい広場　～彩画クラブ展～☆
　彩画クラブのメンバーの力作・油絵12点が展示さ
れます。お楽しみに！
【開催期間】７月20日（火）～８月２日（月）

＊ふれあい広場は、サークルや趣味活動の発表の場
として無料で貸し出しています。出展ご希望の方は
中央公民館へお問い合わせください。
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