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　御明神小４年）
平成21年度家読標語コンクール　入選作品　

　今年度の東京芸大合宿招聘事業では、東京芸大弦楽科
の澤和樹教授と門下生有志20名の皆様が来町、４日間の
合宿を行い、小岩井農場まきば園でのミニコンサートと
野菊ホールでのメインコンサートを行いました。
　８月19日に開催されたミニコンサートでは、モーツア
ルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」や、ピア
ソラの「グラン・タンゴ」などが演奏され、約350名の
観客が弦楽の美しい音色を満喫しました。
　続く20日に行われたメインコンサートでは、芥川也寸
志の「弦楽のための三楽章」や、チャイコフスキーの「弦
楽のためのセレナード」などが演奏されました。澤教授
から楽曲についてわかりやすい説明もあり、とても親し
みやすいコンサートとなりました。

　クラシック以外にも、雫石中学校吹奏楽部との共演「涙
そうそう」「千の風になって」や、しずくいし混声合唱
団との「雫石町民歌」の共演も行われました。

感動をありがとう！　第５回クラシックコンサートin雫石―東京芸大生有志によるふれあい音楽祭―
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特 集 ① 中継…実践区の取り組み状況（3）
　７月号からお伝えしている実践区の取り組みのようす、第３回は、橋場小学校、南畑小
学校、上長山小学校実践区からの報告です。

　橋場小学校では、様々な角度からアプローチを試み、「読
書好きな子ども」を増やしたいという願いで指導をしています。
　夏・冬休みの「親子読書」の取り組みもその一つです。親
子で同じ本を読むことにより、読書の楽しさを味わい、家族
のふれあいを深めることをねらいとしています。休み明けに
は感想が書かれた読書カードを提出してもらいます。どの
カードからも、 1冊の本を通して、心の交流がなされた親子
の温かい雰囲気が伝わってきます。
　家庭の協力のお陰で、良い取り組みが出来ることに感謝し
ながら、今後も実践を積み重ねていきたいと思います。

　昨年度は、「子どもたちが地域に帰っても進ん
であいさつをするようになってきた。」という成
果と「組織整備」という課題を確認して活動を終
えました。
　今年度は、課題解決に向けて、地域の代表とし
て各行政区長さん方に推進委員として加わってい
ただき活動を展開しております。各行政区の公民
館や掲示板にポスターを掲示したりチラシを配布
したりしていただきながらあいさつ運動の更なる
充実を目指した活動を展開中です。

　上長山小学校では、農業から学ぶことを実践
区の独自課題とし、ここ数年取り組んでいます。
学校の目の前にある水田を地域の方からお借り
し、地域の方から指導をしていただき稲作栽培
を行っています。種 まき、田植え、稲刈り、
脱穀、学習発表会での販売、そして、日頃お世
話になっている地域の方を招待し100人以上で
開催される収穫祭が、年間の主な内容です。地
域の方とのふれあい、食物を育てることの素晴
らしさを、児童は体験を通して実感しています。

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（８月）
　8月の定例会では、審議案件はありませんでした。紙面の都合上、質疑事項につきましては９月定例会の
審議案件・質疑事項と合わせ10月号でお知らせいたします。 【問い合わせ】学校教育課（692-6577）

橋場小学校　～本に親しむ橋っ子たち

南畑小学校 ～実践の充実を目指した組織の整備

上長山小学校 ～農業から学ぶ
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ミニ特集 ～重点事業「歴史と文化の学習拠点整備事業」
　町内にある貴重な文化財の保存・継承・活用をし、学習するため
の拠点「歴史と文化の学習拠点」の整備に向け、５月に庁内プロジェ
クトチームが立ち上がりました。
　５月の第１回会議では、近年の博物館に関わる情勢などについて
講義を受けた後、資料館と現在資料収蔵庫として利用する旧剣道場
を見学しました。
　基本構想を考えるきっかけとして８月10日に開催した第２回会議
では、一般見学者２名を迎え、グループごとに「学習拠点に何を置
きたいか」「どんな学習拠点にしたいか」というテーマで討議を行い、
発表しました。
　今後グループ討議を重ねた上で、10月ころに構想の枠組みを話し合う会議を予定しております。なお、会議は原則
公開としており、日程等の詳細は10月号でお知らせいたします。

～家読におすすめ〈９月のテーマ「月をながめて」〉　町では『家読』に取り組んでいます～
　9月になると一段と美しい夜空が見られます。月や星がまたたき、虫たちも鳴き始めます。大昔からロマンを
かき立ててきた「月」をテーマにした本を紹介します。

　「お月さまってどんなあじなんだ
ろう。ほんのひとくち、たべてみた
いね」動物たちはいつも思っていま
した。動物たちは次々背中に登り、
ついにネズミさんが…！

　ある満月の夜、月に住む金色のう
さぎが、うっかり足を踏み外し地球
の森に落ちてきました。やがて、森
のうさぎと結婚し、あかちゃんが生
まれるのですが…。

　池の中で輝く
月が気になって
仕方がないお月
さまは、つきの
ぼうやに連れて
くるよう頼みま
す。つきのぼう
やは空をどんど
ん降りて、もう
一人のお月さま
を探しに行きま
す。

☆お月さまってどんなあじ？
（マイケル・グレイニエツ 絵と文／
いずみちほこ 訳）

セーラー出版

☆月から来たうさぎ
（みなみらんぼう　作／
黒井　健　絵）

学習研究社

☆つきのぼうや
（イブ・スパング・オルセン作・絵／
やまのうちきよこ　訳）

福音館書店

乳幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

● ９月～ 10月の主な行事予定 ●
【９月】
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
19㈰ 雫石町男子壮年ソフトボール中央大会
 第 9 回ふれあい女性ソフトボール大会
25㈯ 御所地区親睦ゴルフ大会
26㈰ 御明神地区行政区対抗卓球大会
28㈫ 教育委員会議

【10月】
2 ㈯ 雫石中学校文化祭
9㈯ 雫石町スポーツレクリェーション健康祭
16㈯ 小学校学習発表会(西根･大村)
16㈯～ 17㈰　県中学校新人体育大会
  雫石町秋季スポーツ少年団野球大会
17㈰ 雫石地区行政区対抗卓球大会
23㈯ 小学校学習発表会
    (七ッ森・上長山･下長山･御明神･橋場)
24㈰ 雫石高校思郷祭
27㈬ 教育委員会議
30㈯ 小学校学習発表会(雫石･南畑･安庭)
 雫石町ＯＢ野球大会

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）

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

グループワーク　発表のようす

●お詫びと訂正●
　8月号P1の平成21年度家読標語コンクール表彰作品
の紹介で誤りがありました。お詫びして訂正します。
　　 （誤）成田　幸穂（さちほ）さん
　→（正）成田　幸穂（ゆきほ）さん
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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】①９月25日（土）　②９月26日（日）
　　　　 　計２回　①②とも９：00～12：00
【会　場】町営陸上競技場正門前　芝生広場
【対象・定員】小学６年生以上・20人
【会　費】1,000円（資料・保険代含む）
【用　具】主催者（県アーチェリー協会）で用意
【申し込み】９月18日（土）までに①②いずれかの方
法でお申し込みください。
①住所、氏名、電話番号を記入の上、県アーチェリー
協会へFAXで（604-2291）
②担当　佐々木あて電話で（080-1800-2243）

　さつまいものモンブランを作ろう！
【日　時】①９月26日（日）　②９月27日（月）
　　　　 ①②とも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（定員になり次第締切）
【申し込み】御所公民館へ９月22日（水）までにお申
し込み下さい（受付時間　平日８：30～17：15）。

　今年は湯瀬渓谷をコースに設定！自然に触れる絶
好の機会です。歩いて健康増進も図りましょう！
【日　時】10月２日（土）
 8：15　町役場正面玄関前集合　＊荒天時中止
【行き先】秋田県鹿角市 湯瀬渓谷散策路（約４km）
【行　程】８：30出発→10：45　湯瀬ホテル到着
　　　　〈10：45～12：15　ハイキング〉
 →（昼食・自由時間）→13：45　湯瀬温泉駅出発
 →（田沢湖経由）→16：30　役場前到着・解散
【ガイド】現地ガイドを依頼予定
【持ち物】雨具、飲料水、昼食、補食、着替え、風
呂道具、昼食時に使用する敷物等
【対　象】町民または町内勤務の方及びその家族
【定　員】先着20人（定員になり次第締切）
【参加料】500円（保険料込み・当日徴収します）
　＊湯瀬温泉での入浴料は別途支払いとなります。
【申し込み】９月16日（木）８：30から電話もしくは来
庁による受付を開始します。
【申し込み】社会教育課（電話692-6591）

【日　時】10月７日（木）～11月25日（木）
　　　　 （毎週木曜・全８回）　16：30～18：00
【場　所】町営体育館・県営屋内温水プール
【内　容】ラージボール卓球・ターゲットバードゴ
ルフ・スポンジテニスなど
【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の中学３年生で、高校入学
後もスポーツ活動を続けたい方・先着10人
【受講料】1,500円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】９月17日（金）～24日（金）までに、申込
書（町営体育館にあります）と受講料を添えて町
営体育館窓口まで直接お申し込みください。

デジカメの画像編集を学習しましょう！
【日　時】10月20日（水）～11月17日（水）
（毎週水曜＊ただし11月第１週のみ火曜・全５回）
19：00 ～ 21：00
【場　所】西山公民館
【講　師】高嶋一秀さん
【受講料】1,000円（テキスト代別途）
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】先着10人（定員になり次第締切）
【申し込み】西山公民館へ９月27日（月）～10月４日
（月）までにお申し込み下さい（受付時間：平日８：
30～17：15）。
【その他】無料託児室を準備できます。ご希望の方
はご相談ください。

～豪華ジャズトリオがやってくる！！～
＊出演者　早川泰子さん（Piano）
　　　　　山下弘治さん（Bass）
　　　　　勘座光さん（Drums）
【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】町内に限らずどなたでも参加できます。
【定　員】80人（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】無料託児室を設置します。ご利用の方は
お申し込みください。

☆平成22年度雫石町民アーチェリー体験教室☆

☆御所公民館おやつ作り教室☆

☆第19回ファミリーハイキング☆

☆中学３年生スポーツ教室☆

☆デジカメ画像編集教室☆

☆雫石なんだり学級ジャズ鑑賞編「♪ジャズ聴ぐべぇ♪」☆
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☆雫石地区混合バレーボール大会　～８月８日（日）
【優　勝】高前田１行政区【準優勝】東町行政区
【第３位】中町１行政区 　【第４位】林行政区
☆平成22年度雫石町長杯野球大会　～８月14日（土）
【優　勝】鴬宿行政区　【準優勝】林崎行政区
【第３位】篠崎行政区・赤滝行政区

☆西山地区混合バレーボール大会　～８月22日（日）
【優　勝】小松行政区　【準優勝】野中行政区
【第３位】林崎行政区　【第４位】八丁野行政区

　よしゃれ伝説、雫石伝説、篠崎八郎伝説、小柳沢伝説に関係する地をめぐるプチツアー。「雫石なんだり
学級めざせ伝説案内人」の修了生がご案内いたします。
【期　日】①10月25日（月）　②10月27日（水）　③10月29日（金）　④10月31日（日）
　　　　 ＊ご都合のよい日を選んでください。すべて同じコースです。
【時　間】集合10：00（中央公民館）・解散15：00
【対象・定員】徒歩散策が可能な方・各日先着10人（定員になり次第締切）
【参加料】無料　＊お弁当をご持参ください。
【申し込み】10月15日（金）までに中央公民館へお申し込みください（受付時間：平日８：30～17：00）。
【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ください。

☆お弁当もって出かけよう　～秋の町内伝説地プチツアー☆

[各種スポーツ大会結果報告！]
①第36回雫石町小学校水泳記録会（２位・３位）　～８月３日（火）

②町内各種スポーツ大会

種　目 順位 ５年女子 ６年女子 ５年男子 ６年男子

50ｍ
自由形

２位 谷藤　　遥（雫石）
42秒68

新里　真由（御明神）
41秒36

田中琉右那（上長山）
44秒74

尻石　流星（御明神）
37秒07

３位 上遠野萌里（上長山）
43秒79

岩井　碧海（上長山）
42秒03

小田　大夢（南畑）
45秒36

村崎　拓斗（西根）
38秒35

50m
背泳ぎ

２位 千葉　颯希（橋場） 
52秒15

安田　　萌（雫石）
52秒31

米田　宗司（御明神）
54秒67

尻石　流星（御明神）
47秒76

３位 村田　桃香（下長山）
53秒05

村田　香幸（下長山）
54秒33

佐々木 優大（雫石）
１分02秒09

柿木　郁人（橋場）
48秒14

50m
バタフライ

２位 村田　萌夏（雫石）
58秒34

三輪　洋子（雫石）
54秒98

中村　勝基（西根）
50秒94

村崎　拓斗（西根）
42秒99

３位 上山　栞奈（橋場）
１分03秒96

佐々木　香穂（雫石）
58秒22

吉田　拓人（安庭）
１分01秒80

林尻　　剛（御明神）
46秒24

50m
平泳ぎ

２位 大久保麻衣（雫石）
55秒49

川口　美波（南畑）
55秒99

小田 　大夢（南畑）
56秒04

林尻　　剛（御明神）
49秒07

３位 村田　萌夏（雫石）
55秒86

町場　杏里（御明神）
57秒94

藤原　晴輝（七ッ森）
57秒39

畠山　佑貴（西根）
52秒17

200mリレー
（共通）

２位 御明神（町場、上中屋敷、水口、新里）
３分08秒32

雫石（松田、清水端、中村、鎌田）
　２分43秒59

３位 七ッ森（伊山、菅原、畠山、足立）
　３分08秒48

御明神（上澤田、川村、林尻、尻石）
　２分43秒71

200m
メドレーリレー
（共通）

２位 七ッ森（伊山、古館、足立、菅原）
　３分42秒15

西根（上村、畠山、村崎、若林）
３分01秒07

３位 御明神（下川原、町場、上中屋敷、新里）
３分43秒17

御明神（上澤田、林尻、川村、尻石）
３分01秒99
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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】９月16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『りっぱなうんち』ほか
・かみしばい『もっとできるよでんぐりっこ』
・パネルシアター『ねずみくんのながいぱん』
・こうさく『ふうせんをつくってとばそう』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】９月25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 作
・『はちうえは ぼくにまかせて』
　　　　　　　　　　　　　…ジーン・ジオン作・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！（７/21～８/20受け入れ分　計129冊）

・心がぽかぽかするニュース2009 …日本新聞協会編
・あなたに贈るＸ（キス） ………………近藤　史恵
・海をわたる被爆ピアノ…………………矢川　光則
・木をうえるスサノオ………………岡崎　ひでたか
・さすらい猫ノアの伝説……………………重松　清
・消えたヴァイオリン………スザンヌ・ダンラップ
・まいごのしろくま……………アンドレ・ダーハン
・男子って犬みたい！………レスリー・マーゴリス

・ガラガラヘビの味……………アーサー・ビナード
・ペギー・スー 11 …………セルジュ・ブリュソロ
・13歳からの平和教室……………………浅井　基文
・もっと おおきくなったらね！
　　　　　　　　 …………マーカス・フィスター
・the CITY ３～蛇の街～ …………ダレン・シャン
・しんかんくんけんかする……………………のぶみ
・ホネホネすいぞくかん…………………松田　素子

● ヤング・児童書 ●

〈９～ 10月の休館日ご案内〉【９月】13、20、23、27日　【10月】４、11、18、25日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・夢をつなぐ………………………………山崎　直子
・体脂肪計タニタの社員食堂…………………タニタ
・エコ織り小物……………………………六角　久子
・ゲゲゲの人生わが道を行く…………水木　しげる
・世界のなぞなぞ・クイズ大集合 …こどもくらぶ・編
・ウソ？ホント？栄養学がおもしろい！ ……本多　京子
・下地先生の教え…………………………下地　敏雄
・杉田かおるのオーガニックライフ…杉田　かおる

・単純な脳、複雑な「私」 ………………池谷　裕二
・栄養の基本がわかる図解事典…………中村　丁次
・ゴーガイ！岩手チャグチャグ新聞社 …飛鳥　あると
・日本人の知らない日本語 ２ …蛇蔵＆海野　凪子
・光と影の交差点…………………………榎木　孝明
・いわてはーとふる図鑑……岩手県社会福祉協議会
・往生際の達人……………………………桑原　稲敏

・そのころ、白旗アパートでは………伊藤　たかみ
・原稿零枚日記……………………………小川　洋子
・炎天の雪（上・下） ……………………諸田　玲子
・汝矣島（ヨイド） …………………キム　ドンソン
・小鳥を愛した容疑者……………………大倉　崇裕
・ゆんでめて…………………………………畠中　恵
・あんじゅう……………………………宮部　みゆき
・乙女の密告………………………………赤染　晶子

・小さいおうち……………………………中島　京子
・家族トランプ……………………………明野　照葉
・吸涙鬼……………………………………市川　拓司
・ブレイズメス1990…………………………海堂　尊
・今日を刻む時計………………………宇江佐　真理
・叛撃…………………………………………今野　敏
・ダーティ・ママ！………………………秦　建日子

　『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。

“家読（うちどく）おすすめの本”展　開催！【展示期間】9月11日（土）～9月30日（木）
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№64 西根小学校　編～

「西根さんさ」を受け継いで 西根小学校　校長　坂東　祥伸

　「西根さんさ」は、本校が昭和のころから「地域の宝」
として守り続け、20年以上の歴史を持つ活動です。「名
人さん」とお呼びしている馬坂利さん、櫻田紀子さん、
杉下智晴さんにご指導をいただきながら全校で取り組ん
でいます。

　運動会や敬老会など年３～４回の発表の場があります
が、10数台の太鼓の迫力と大きな動作で指先まで意識し
た踊りの素晴らしさ、どの子も自信と誇りにあふれた表
情で演じていているその姿は、正に「学校の宝」だと実
感します。
　また、発表の場には、毎回多くの地域の方々に足を運
んでいただき、お褒めの言葉を頂戴します。

　毎年４月、入学したての１年生は、６年生から手とり
足とり丁寧に指導を受け、踊り手の一員としてスタート
します。２年生、３年生になると踊りのレパートリーを
増やしながら、高学年になったら上級生みたいにカッコ
よく太鼓を叩きたい、きれいに笛を吹きたいと、身近な
手本を目にしながら夢を膨らませます。４年生からは、
笛、太鼓、踊りに分かれ中心的な役割を担い、その演技
にも磨きがかかります。

　継続と重みとともに、地域の支えがあってこその「西
根さんさ」だという思いを強くしながら、この伝統を受
け継いでいきたいと思っています。

次回は大村小学校からの情報をお送りします。

教育相談員へ

遠慮なくご相談ください！　～就学について心配なことはありませんか？～

　今回は５歳児の就学相談に
ついてお話しします。
　次年度小学校へ入学する５
歳児のことで、いろいろと悩
んだり心配している保護者の

方が少なからずいることを昨年知りました。
　そうした方たちから少しでも早く悩みを伺い、進路に
ついてより良い方向を考えていくお手伝いをするのが教
育相談員です。
　就学相談とは、教育委員会が準備した案を勧めるとい
うことではなく、保護者の皆さんの希望や不安を聞かせ
てもらうことを何より優先し行っています。
　希望に応じ、小学校に同行して校長先生から説明を受
けることもできます。実際見てみるのが一番ですし、も
ちろん教育相談員が同行しますので安心です。
　常に特別支援学校の専門員とも連携をとって行動して
いますので、専門的な質問にも十分対応できます。　

　こんな悩みを抱えているお父さん・お母さんはいませ
んか？
「神経質なので小学校に行くといじめられるのではない
か？」
「友達を作るのが下手なので心配」
「落ち着かず、一か所にじっとしていられない」
「自分の思い通りにいかないといつまでも泣き叫ぶ」
「聞き取れない言葉がある」
「他の５歳児と比べると体が小さいので心配」
　お子さんに少しでも心配な面がある時、真っ先に教育
委員会に相談しようと思われることを目指しています。
どんな小さなことでも、納得した上で小学校に入学して
欲しいと思っています。遠慮なくお電話ください。
【問い合わせ】教育相談員・阿波和男まで
（電話　692-2111・内線297…勤務時間内

090-7796-1486…勤務時間外）
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広報「教育しずくいし」10月号は　10月14日（木）発行です。

● あとがき ●
　富士市事業終了後、受入家庭の皆様から温かいねぎらいの言葉を
頂きました。ありがたいです。それにしても本当に厳しい暑さが続
いて毎日息苦しさを感じますが、我が家のアフリカ原産の若木だけ
は元気いっぱい。無事越冬できますように…。（A）

　今年は９月に入ってもまだ暑い！毎日ががまん大会のようです
ね。いつもなら、既に秋の訪れを感じている頃なのに…。「季節相応」
の暑さ、涼しさ、寒さが一番！とは思っていても、なかなか思いど
おりにはなりませんね…。（Yasu）

　各校の選手とも記録更新を目指して練習の成果を存分に発揮、今年は６年男子バタフライと200 mメドレーリレー
のバタフライ競技でそれぞれ大会新記録が誕生しました。暑い中応援して下さったご家族・応援団のみなさん、あり
がとうございました。各種目の第１位を下記に、２位・３位は４ページで紹介しております。

種　目 ５年女子 ６年女子 ５年男子 ６年男子

50ｍ自由形 坂本　志穂（橋場）
41秒97

佐々木　香穂（雫石）
40秒94

高橋　弦士（雫石）
42秒48

鎌田　海斗（雫石）
34秒56

50m背泳ぎ 相田　美咲（七ッ森）
51秒75

町場　杏里（御明神）
50秒15

上澤田宇宙（御明神）
45秒90

上村　　龍（西根）
44秒67

50mバタフライ 谷藤　　遥（雫石）
57秒55

安田　　萌（雫石）
50秒04

上澤田宇宙（御明神）
47秒92

鎌田　海斗（雫石）
＊大会新　39秒82

50m平泳ぎ 坂本　志穂（橋場）
54秒29

福田　倭那（西根）
55秒47

丸山　　周（下長山）
55秒54

松田　大雅（雫石）
49秒04

200mリレー（共通） 雫石（安田、三輪、堀田、佐々木）
　３分05秒11

西根（上村、村崎、畠山、若林）
　２分38秒57

200mメドレーリレー
（共通）

雫石（安田、深澤、三輪、佐々木）
　３分30秒37

雫石（鎌田、松田、清水端、中村）
　　 （41秒52・大会新）　　　 　３分00秒42

☆バレーボール女子☆　第３位　→全国大会出場！
　２回戦　：対　酒田第四中（山形３位）　2-1
　準々決勝：対　大和中（宮城１位）　2-0
　準決勝　：対　金井中（山形１位）　0-2
☆バドミントン☆
　男子個人戦ダブルス　原優助・山本翔之組　１回戦
☆柔道男子☆
　個人戦66 kg級　小野寺柾光選手　１回戦
☆陸上男子☆
　110ｍH　桝沢将汰選手（16秒28）
　共通走高跳　第３位　細川翔平選手（1ｍ80）

☆陸上女子☆
　共通200ｍ　第６位　原栞菜選手（26秒83）
　共通４×100ｍリレー　奥平・原・甲地・村田選手
　　　　　　　　　　　 （52秒69）

〈全国大会　～８月20日（金）～23日（月）〉
☆バレーボール女子☆　ベスト16 ！
　[予選グループ]　対　武生第一中（福井）　0-2
　　　　　　　　　対　友部中（茨城）　2-0
　[決勝トーナメント]
　　１回戦：対　安佐南中（広島）　2-0
　　２回戦：対　就実中（岡山）　0-2　　ベスト16

〈東北大会　　～8月5日（木）～10日（火）〉

☆お知らせ②：町営体育館　利用時間一部変更☆

☆お知らせ①：新入学予定児童の健康診断の実施について☆

☆お知らせ③：県営屋内温水プール　利用制限☆
　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）

　町教育委員会では、学校保健安全法に基づき、平成23年４月に小学校へ入学するお
子さんの健康診断を実施します。対象のご家庭には、９月中旬までに受診日時や場所等
のお知らせを送付しますので、ご確認のうえ、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場合は、学校教育課（電話
692‒6577）までご連絡ください。

　各種大会の実施に伴い、9月16日（木）～23日（木）
の期間、一般の方の利用はできません。
　ご理解とご協力をお願い致します。
【問い合わせ】県営屋内温水プール（TEL：693-3751）
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