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２年に１度、雫石での交流
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〜富士市・雫石町少年交流事業 ７月28日〜31日

昭和46年７月30日、雫石町上空で全日空機・自衛隊機衝突事故が発生し、乗員乗客162人が亡くなる大惨事となり
ました。犠牲者の多くは静岡県富士市の方々だったことから、事故後33回忌を契機として、その教訓を後世に伝える
ため両市町の少年交流事業が始まりました。
39年目にあたる今年、富士市の児童40人が雫石町にやってきました。
初日の７月28日、バスでの長旅を

29日の午前中には、特産品づくり

30日は大雨の中、雫石の親子と一

終えた富士市の皆さんを、雫石夢灯

としてチャグチャグ馬ッコの絵付

緒に慰霊の森に登り、献花をして犠

りの会の協力を頂き犠牲者の数と同

け、午後には川遊びと収穫体験を行

牲者の冥福を祈りました。管理人の

じ162個の夢灯りでお迎えしました。

いました。子ども達は元気に魚をつ

高橋さんが慰霊堂などを案内、子ど

雫石のホームステイ受入家庭の皆

かまえたり、トマトやキュウリを収

も達は真剣な眼差しでお話に耳を傾

穫していました。

けていました。

さんも参加した歓迎式・ウェルカム
パーティーでは、雫石町ジュニア
リーダーズクラブ「SKY」がレク
ゲームで場を盛り上げ、両市町児童
の交流を深めました。

楽しみながら自分たちでとった魚
や野菜は、また格別の味だったので
はないでしょうか。この日の夜か

31日、いよいよお別れの日です。

ら、待ちに待ったホームステイが始

帰郷式を行い、再会の約束をした後、

まり、夜はそれぞれの家庭で楽しい

受入家庭の皆さんでバスを見送りま

時間を過ごしました。

した。

あっという間の４日間でしたが、体験学習やホームステイを通じ、富士市児童
と雫石町のホームステイ受入家庭の皆さんもたくさんの思い出ができたことと思
います。富士市児童は親元を離れての宿泊体験、最初は不安や緊張の表情でした
が、事業を通じて大きく成長したようです。この事業をきっかけに、今後さらに
両市町の交流が深まることを願っています。来年は富士市で再会しましょう！

〔

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

〜もくじ〜

〕

県中総体（3種目）・通信陸上競技県大会で東北大会出場決定！………Ｐ８
★しずくいしの教育「特集」・教育委員会定例会リポート・
「家読」おすすめの本 …………………………………2〜3
★各種講座・教室案内・行事予定・スポーツ結果……4〜5
平成21年度家読標語コンクール

家読で

入選作品

家族の会話が

★新着図書紹介・図書館情報……………………………… 6
★シリーズ「輝」
・親子読書のつどいのお知らせ ……… 7
★スポーツ結果・事業予告・お知らせ…………………… 8

…学校名・学年は21年度当時のものです

ふえますよ

さち ほ

（成田

幸穂 下長山小 6 年）
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特 集 ① 中継…実践区の取り組み状況（2）
先月からお伝えしている実践区の取り組みのようす、第２回は、安庭小学校と雫石小学
校実践区からの報告です。

安庭小学校
教育振興運動推進委員会を、６月17日（木）に実施しました。昨年
度同様に、「あいさつ運動」「正しい言葉づかい」「家庭読書」の取
り組みを中心に行うことにしました。
また、社会人・職業人として必要な知識・技能を習得させるとい
うことで、地域で活躍している方々のお話をお聴きする機会を設け
ました。昨年の９月14日
（月）
には、ケーキ屋「くるみ」パティシエ
の春日宏美さんに、安庭で店を開いた理由やパティシエになった経
緯等をお話ししていただきました。今年度は、６月14日
（月）、「雫
石窯」の大西完治さんに、幼い頃のことから学校を卒業して仕事を
変えながら定年まで働いたこと、焼き物を始めるようになった訳な
どをお話ししていただきました。保護者や地域の方と一緒にお聴き
することができました。また、７月21日（水）には御所地区子育て講
演会があり、積極的参加を募っているところです。
（注：この原稿は７月21日以前に頂いたものです）

雫石小学校
『ふるさと雫石を学びの場・ふれ合いの場へ』を合い
言葉に始まった今年度。
５月の運動会では、地域の方々から指導を受け「ロッ
ク調よしゃれ」「さんさ踊り」「青空太鼓」を披露しまし
た。６月、地区民・保護者・子どもとで「青空花壇の花
植え」「地域清掃」を実施、７月には地域の方々との「七
夕飾り」などを行い、地域とのつながりを深めてきてい
ます。
また、PTA図書部、図書ボランティアによる「読み
聞かせ」など、本に親しむ環境づくりにも努めています。

教育振興運動に関する問い合わせ

社会教育課（692-6590）

教育委員会定例会リポート（７月）
―その１ 決定事項編 ― 以下の案件が報告されました
・平成23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 ― 以下の内容が話し合われました
①教科書の採択について
委 採択協議会において吟味し、調査研究を重ね採
択したものと考える。要は、採択された教科書を
使って、確かな学力向上ができるような教育を進
めることであり、先生方に期待する。
答 今年度は小学校教科用図書について採択替えが
あり、盛岡北地区教科用図書採択協議会（事務局
八幡平市）において調査研究が行われ進められま
した。盛岡北地区の子ども達に最適な教科書であ
るということで選定されました。後は、先生方に
頑張っていただきたいと思っています。
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②子育て講演会について
委 本当にいいお話を聞くことができた。老人クラブ
や婦人会等地域の方々にも参加して頂いたことは
非常によかったと思うが、保護者の参加が少なく、
より多くの保護者の方々にぜひ聞いて頂きたい。
答 総体的には昨年度より参加者は増えています。
徐々にですが、保護者からも意見等が出ており、
今後は時間の設定や会の持ち方を工夫するよう、
検討していきます。
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）
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特 集 ② …校種間連携の取り組み状況
第１回小小連携交流会が、７月６日に安庭小、７月７日に雫石小で
開催されました。雫石町の小学６年生152名が２つに分かれての交流
会です。
この取り組みに向けて、雫石町の６年生担任11名が事前に話し合い、
楽しく思い出に残る交流会にしようと智恵を絞って準備しました。
御明神小の伊藤先生は、特設学級の離散会で、「普段話すことのな
い他の小学校のお友達と体育をして、討論会をしました。はじめの体
育は、皆さんの体と心をほぐす時間でした。みんなで協力して手と手
を触れあい、体と体を触れあいながら、心がリラックスして会話が出
来るようになりました。２時間目は、言葉を交わすことで相手の思っ
ていることや考えていることを学習しました。たぶん、中学校にいっ
てもみんなはそうやって友だちを作っていくのだろうと思います。
黙っていたり、机のところにじっとしていては、友達は出来ません。
体をぶつけ合い、言葉を交わしあうことで仲間を作っていくのです。
皆さんは、この２時間の中で友だちを作ろうとがんばってくれたと思
い、とてもうれしかったです。」と、子どもたちを評価しました。
上長山小の城守先生は
「大変お疲れさまでした。来年の４月が楽しみです。
『素晴らしい雫石中学校を作ってほしい』
それが私たち小学校の先生方の願いです。頑張ってください。
」と、この小小連携交流会の真のねらいを６年生に力
強く語ってくれました。
閉会式で、上長山小の佐藤校長先生が「この仲間を意識して、中学校に入ったらこういう生活をしたい、こういう
学習をしたいというイメージを常に持ちながら中学校生活がスタート出来るよう、今の時期から生活をしていくと、
素晴らしい６年生の生活を送ることができると思います。２回目の交流会もとても楽しみです。」と話されました。
次回は11月25日に七ツ森小、11月30日に雫石小で行います。保護者の参観も大歓迎です。

校種間連携に関する問い合わせ

〜 家読におすすめ ＜８月 ＞

学校教育課（692-6577）

町では『家読』に取り組んでいます 〜

「８月は平和を考える月」
８月６日は広島、９日は長崎が被爆した日、そして15日は終戦記念日・・・８月は日本にとって平和を考える
特別な月です。悲惨な戦争を繰り返さぬよう、平和を考える本を親子で読み、話しあってみましょう。

乳幼児向け

小学校高学年向け

☆まちんと（松谷みよ子／文

司修／絵） 偕成社

「まちんと、まちんと…」とトマ
トを欲しがる女の子。あらゆる生き
ものが命を奪われてしまう、戦争の
むごさ・悲惨さをしみじみと伝えて
います。

原爆がピカッと光った瞬間、
広島は焼けただれ、黒い雨が打
ちのめします。生き地獄を逃げ
惑う人々。やがて、生き延びた
人も病で倒れていきます。

小学校低学年向け
☆おこりじぞう
（山口勇子／原作

四国五郎／絵

一発の爆弾で吹き飛ばされた女
の子が水を求めて苦しんでいる
と、わらい地蔵さんの顔が恐ろし
い怒りに満ちた顔に変わり、涙が
ぽたぽたと女の子の口に…。

☆ひろしまのピカ（丸木俊／文・絵） 小峰書店

中高校生向け
沼田曜一／語り）
金の星社

☆いしぶみ（碑）〜広島二中一年生全滅の記録
広島テレビ放送編 ポプラ社
８月６日の朝、広島第二中学校の
子ども達は学徒動員で被爆してしま
いました。一年生が全滅、その様子
や一人一人の子ども達の様子を取材
してまとめた記録です。
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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

☆ヘルシークッキング☆
【日

時】①９月15日（水） ②９月25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メタボ対策食
②お楽しみ献立
＊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９月２日（木）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。

☆平成22年度

☆雫石なんだり学級ジャズ鑑賞編☆
〜秋田県在住ジャズピアニスト
早川泰子さんをお迎えして♪
【日 時】10月23日（土）13：30 〜
【場 所】雫石町中央公民館内特設ステージ
【対 象】町内外限らずどなたでも参加できます。
【定 員】80名（定員になり次第締め切ります）
【鑑賞料】500円（小中高生無料）
＊小学生未満は入場できません。
【申し込み】中央公民館へ
10月15日（金）ま で に お 申
し込みください。
【その他】無料託児ルーム
を設置します。ご利用の
方はお申し込みください。

雫石町民・筋力アップ＆体力向上教室

5期・6期☆

気軽に筋力＆体力をアップさせましょう！参加者の体力や年齢に応じて指導しますので安心です。
《５期》
【期

９月28日
（火）
開講
日】 12月７日
（火）
まで毎週火曜・全10回
＊11月23日
（火）
は除きます。

【時

間】 10：00〜11：30

【場

所】 町営体育館

【内

容】

【講

師】（財）
雫石町体育協会スタッフ
講

９月30日（木）開講
12月２日（木）まで毎週木曜・全10回
①午前の部：10：00〜11：30
②夜間の部：19：00〜20：30

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
ラムの作成と実践

【対象・定員】 町内在住の方・先着10人
【受

《６期》

町内在住の方・①②それぞれ先着10人

料】 2,500円（施設使用料・保険料含む）

【申 し 込 み】

８月20日
（金）８：30から受付を開始します（〜27日（金））。
町営体育館へ電話でお申し込みください。

☆平成22年度雫石町ジュニア・アスレティック教室［5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】９月28日（火）〜12月７日（火）
（毎週火曜・全10回）16：30 〜 18：00
＊11月23日（火）は除きます。
【場 所】町営体育館ほか運動公園内施設
【内 容】マット運動・バランスボール等いろいろ
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・バスケットボールなど）

4
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【持ち物】上履き、着替え等
【講 師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の児童（６〜12歳）
・先着10人
【受講料】1,500円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】８月20日（金）８：30から受付を開始しま
す（〜27日（金））。町営体育館に電話でお申し込み
ください。
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［ 各種スポーツ大会結果報告！］
☆県中総体

7月16日(金)〜19日
（月）
………入賞・ベスト８以上紹介

×

・１年女子100ｍ
第５位 中村美那選手 13″84
・共通女子４ 100ｍリレー
第５位 奥平・原・甲地・村田選手

×

〈陸上〉 男子総合第６位！
・共通男子走高跳
第７位 細川翔平選手 1ｍ70
・共通男子棒高跳
第２位 橋本 樹選手 3ｍ40
・共通男子110ｍＨ
第２位 舛沢将汰選手 15″80
・１年男子砲丸投
第５位 正木慎一選手 9ｍ30
・共通男子４ 100ｍリレー
第６位 舘澤・細川・三浦・舛沢選手

47″16

52″10

〈バドミントン〉
・女子個人戦 シングルス
ベスト８ 木村華依選手
・女子個人戦 ダブルス
ベスト8 佐山・平渡組

☆町内各種スポーツ大会
①雫石地区女子ソフトボール大会 〜６月27日（日）
【優 勝】谷地行政区 【準優勝】林行政区
【第３位】七ツ森・丸谷地行政区
【第４位】黒沢川行政区
②西山地区壮年男子ソフトボール大会 〜７月11日（日）
【優 勝】野中行政区 【準優勝】八区行政区
【第３位】八丁野・五区行政区
③御明神地区混合バレーボール大会 〜７月11日（日）
【優 勝】上和野行政区【準優勝】中南行政区
【第３位】横欠・山津田行政区
④御所地区行政区対抗野球大会 〜７月18日（日）
【優 勝】天戸行政区 【準優勝】矢用行政区
【第３位】鴬宿・赤滝行政区

⑤御所地区壮年男子ソフトボール大会 〜７月25日（日）
【優 勝】大村行政区 【準優勝】赤滝行政区
【第３位】天戸行政区・外舛沢行政区
⑥御明神地区グラウンドゴルフ大会 〜７月25日（日）
☆団体の部
【優 勝】中島行政区Ａ【準優勝】中島行政区Ｂ
【第３位】南行政区
☆個人の部（敬称略）
【優 勝】佐山武史
【準優勝】谷地敏雄
【第３位】高村利雄
⑦雫石地区男子ソフトボール大会 〜７月25日（日）
【優 勝】晴山行政区 【準優勝】高前田１行政区
【第３位】中沼行政区・下町３行政区

８月〜９月の主な行事予定
【８月】
14㈯ 雫石町長杯野球大会
16㈪ 第32回御明神夏まつり
〈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）
17㈫ 中学校始業式
18㈬ 西根小・安庭小始業式
19㈭ 小学校始業式（西根・安庭除く）
22㈰ 西山地区混合バレーボール大会
24㈫ 教育委員会議
25㈬ 岩手地区中学校陸上競技大会

27㈮〜 28㈯
第10回よしゃれの里雫石グラウンドゴルフ大会
28㈯〜 29㈰
第39回岩手県スポーツ少年団ソフトボール大会
29㈰ 第56回御所地区町民運動会
雫石地区町民大運動会
御明神地区親善ゴルフ大会
【９月】
３㈮ 岩手地区中学校駅伝大会
５㈰ 雫石町混合バレーボール中央大会
11㈯ 第４回雫石町親子読書のつどい
18㈯〜20㈪ 岩手地区中学校新人体育大会
26㈰ 御明神地区行政区対抗卓球大会
28㈫ 教育委員会議
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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】８月19日
（木）10時30分から
今月はスペ
【会 場】中央公民館２階 視聴覚室
シャルです。
もう一つおま
【プログラム】
けがあるよ‼
・えほん『おしくらまんじゅう』ほか
・かみしばい『ゆーらんゆーらんあしたもね』
・パネルシアター『てつたくんのじどうしゃ』
・こうさく『しゃぼんだまをとばそう』 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28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】
・『コバンザメのぼうけん』………… 灰谷 健次郎 文
・『はちうえはぼくにまかせて』
………… ジーン・ジオン 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！（６/21 〜７/20受け入れ分

計166冊）

● 小説 ●
・終わらざる夏（上・下）………………浅田 次郎
・七人の敵がいる…………………………加納
・バイバイ、ブラックバード…………伊坂 幸太郎
・僕は長い昼と長い夜を過ごす…………小路
・スリープ…………………………………乾 くるみ
・東と西 ２ ………………… いしし しんじ ほか
・プラチナデータ…………………………東野 圭吾
・Ｌ.Ａ.キャンディ …………ローレン・コンラッド
・Ball Boy＆Bad Girl ……………………飯島 愛
・交渉人・籠城…………………………五十嵐 貴久

朋子
幸也

・オスカーワイルドとキャンドルライト殺人事件
……ジャイルズ・ブランドレス
・この国。…………………………………石持 浅海
・幻海…………………………………………伊東 潤
・禁断…………………………………………今野 敏
・恋する空港………………………………新野 剛志

● 一般書 ●
・絵で読む漢字のなりたち……………今井 都美絵
・いい医者いい患者いい老後……… 永 六輔 ほか
・
「食べる力」を鍛えてピンピン元気 …斉藤 一郎
・心の野球…………………………………桑田 真澄
・寂聴辻説法……………………………瀬戸内 寂聴
・私が自民党を立て直す…………………河野 太郎
・小福歳時記………………………………群 ようこ
・東北人の説明書…… 東北をこよなく愛する会 編

・民主党選挙のヒミツ………………土田 ひろかず
・会社が教えてくれない「働き方」の授業

・監察医の涙………………………………上野 正彦
・荒俣宏・高橋克彦の岩手ふしぎ旅 荒俣 宏 ほか

………………………小倉 一哉
・一番じゃなきゃダメですか？…………………蓮舫

● ヤング・児童書 ●
・くうきがみえるまほうのはこ …チャーリーにしむら
・くまのつきのわくん……………………片山

令子

・こわーいおつかい……………………内田

邦彦

麟太郎

・てんぐのきのかくれが…………………青山

・皿と紙ひこうき…………………………石井 睦美
・あたしのくまちゃんみなかった？
……ジュールズ・ファイファー
・闇の喇叭………………………………有栖川 有栖
・なんかのケロくん………………………山下 明生

・昆虫の迷路……………………………香川 元太郎
・あおいくも……………………トミー・ウンゲラー
・さよならをいえるまで…マーガレット・ワイルド
・みんなの宇宙授業……………… 中川 人司 ほか
・ちいさなあめふりぐも………………せな けいこ

・どっちがオス？どっちがメス？………高岡

・港町ヨコハマ異人館の秘密……………山崎

“家読（うちどく）おすすめの本”展

昌江

洋子

開催！ 【展示期間】9月11日（土）〜 9月30日（木）

『第４回雫石町親子読書のつどい』
（９月11日開催）で、読み聞かせを担当するボランティアさん方がおすすめ
する本を展示します。どうぞご覧ください。

〈８〜９月の休館日ご案内〉
【８月】16、23、30日 【９月】6、13、20、23、27日
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今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№63

雫石高校

岩手インターハイに向けて
平成23年２月６日から、八幡平市において、本県で４
回目となるインターハイが開催されます。昭和61年度の
岩手大会（旧安代町開催）では、竹鼻建さん（本校−法
大−全日本デモ）が、アルペン２冠王に輝いています。
偉大な先輩に追いつこうと、現部員アルペン（ＡＬ）２
名、クロスカントリー（ＣＣ）２名の計４名も、県の強
化計画のもと地元インターハイでの入賞を目標に、日々
練習に励んでいます。ＡＬの３年生男子讃岐、女子の松
原は昨年のインターハイ・国体・全日本・高校選抜を経
験して、技術面・精神面で成長し、ＣＣの１年生男子藤
本（昨年岩手全中13位）
、上野もこれまで精力的に取り
組んでいます。

世界アルペン開催記念全日本ジュニアS-Gで
3位入賞の松原美幸

編〜

県立雫石高等学校スキー部監督

松浦

高行

同大会８位入賞、インターハイSLで24位の讃岐圭二

最近スキーを取り巻く状況は厳しいものがあります
が、徐々に回復傾向にあります。関係の皆様のご理解と
ご協力により、県連盟として長期にわたる海外・北海道
遠征を組むことができ、１月の県予選まで最低限の滑走
日数を確保できるようになりました。また、雫石出身の
県連盟高校強化選手の数が、今年度数年振りに15名を超
え、一貫指導の成果が現れてきています。
今の高校生が生まれたときに世界アルペンが開催され
ました。あの感動を我々は子ども達に伝えていかなけれ
ばならないと思いますし、子ども達は雫石から初のオリ
ンピック選手になることを目標に、スキーに取り組んで
欲しいと思います。

次回は西根小学校からの情報をお送りします。

♪読書大好き雫石っ子 みんな集まれ！

〜第４回雫石町親子読書のつどい 9月11日に開催決定！

昨年度はインフルエンザのため残念ながら中止となってしまいましたが、今年度は９月11日（土）の午後、中央
公民館で開催します。昨年度の思いも込めて、スタッフの皆さんは張り切って準備に入っています。
今回は、特別プログラムとして、県内の作家である澤口たまみさんのトークショーを予定しています。ぜひ、
お父さんお母さん方、地域の方々もご参加ください。

第4回雫石町親子読書のつどい
☆オープニングで本の紹介 13：00〜13：10
○５会場でのお話し会 13：15 〜 14：05
幼児、小学１年生、２年生、３・４年生、高学年以上
向けの５つのお話し会で楽しみましょう。町内の読み聞
かせボランティアさん達が、知恵を絞って楽しいプログ
ラムを準備しています！
○昔語りや読書クイズで楽しもう！ 14 :15 〜 15 :30
雫石に伝わる昔話を楽しんだり、クイズやゲームで遊
んだり…と、いろんな形で本の世界を広げます。
＊昔語り………14：15 〜
＊読書クイズ大会………14：45 〜

内容紹介

○澤口たまみさんのトークショー 15：30 〜 16：30
つどいの後半は『絵本作家のトークショー』を開催し
ます。自然と寄り添い、自然の大切さをいろんな絵本に
して紹介している澤口たまみさんに、作品に込めた想い
などをたっぷり語っていただきます。トークショーだけ
の参加もＯＫ！ぜひ、多数ご参加ください。

☆エンディングで感想交流 16：30 〜 16：40
○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
読書カードやおすすめの一冊カードを展示します。
図書館には家読にぴったりの絵本を紹介します。

第4回雫石町親子読書のつどいに関する問い合わせ

社会教育課（692-6590）
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★県中総体・通信陸上県大会で雫中生大活躍！＊祝！東北大会出場決定＊
☆県中総体

〜７月16日〜19日

☆通信陸上県大会

☆バレーボール女子 〜３年連続７度目の優勝！
決 勝
対横田中
2−0
＊小野寺美穂・嘉門千里選手が優秀選手に選出！
☆バドミントン男子ダブルス
山本翔之・原優助 組 見事第３位！
☆柔道
男子個人66kg級 小野寺征光選手 見事第３位！

がんばれ！雫中生！

〜

７月３日〜４日

・男子共通110ｍＨ
第２位 舛沢将汰選手 15″46
・男子共通走高跳
第３位 細川翔平選手 1ｍ75
・女子共通200ｍ
第４位 原 栞菜選手 26″36
・女子共通400ｍリレー
第４位 奥平・原・甲地・村田選手

52″49

8月5日〜10日に開催される東北大会の結果は、9月号でご紹介します。

☆野菊ホールメインコンサート☆

☆まきば園ミニコンサート☆

♪雫石中学校吹奏楽部と一夜限りのオーケストラを結成！
【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】BEGIN作曲：涙そうそう
新井満：千の風になって
チャイコフスキー：弦楽セレナードハ長調
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・プラザおでってで発売中！
【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）。

【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）

☆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13日（月）〜 15日（水）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）

中央公民館１階ロビー
ふれあい広場展示のご案内

●お詫びと訂正●
7月号P1に掲載した岩手地区中総体結果の中に、
記載の誤りがありました。お詫びして訂正します。
（誤）卓球男子

☆雫石公民館油絵同好会

村松信吾選手

（正）卓球男子個人

作品展☆

8月20日（金）
まで開催！どうぞご来場ください。

松村信吾選手

あとがき
富士市事業実施にご協力頂いた皆様、本当にありがとうございま
した！別れの日の児童の涙…もう一つ故郷を作って下さったホーム
ステイ受入家庭の皆様にはただただ感謝です。交流も多方面に広が
りを見せ、これからが楽しみですね！（A）

今年の富士市・雫石町少年交流事業は、野外イベントがほとんど
雨に見舞われ、参加者・スタッフ・関係者みんな大変だったと思い
ますが、何よりも大きな事故・病気・怪我がなかったのが幸いでし
た。ある意味、「記憶に残る」事業になったのでは？（Yasu）

広報「教育しずくいし」９月号は
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