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スポーツの秋！運動の秋！ 短い秋を満喫しました
☆2010雫石町スポーツ・レクリエーション健康祭 〜10月９日(土) 町総合運動公園内
☆2
スポーツ・レクリエーション活動や健康普及啓発などを通じて、町民の健康増進と相互の親睦を図ることを目
的とした健康祭。今年度は、10月９日（土）、雫石町総合運動公園を会場として、ソフトバレーやグラウンド・ゴ
ルフ、輪投げなどの競技性のある種目を中心に、平成28年度に本町で開催予定の第71回国民体育大会の種目であ
るアーチェリー教室も開催されました。

☆第19回雫石町ファミリーハイキング
〜10月2日(土)
穏やかな秋空のもと、10月２日（土）、秋田県鹿角
市の湯瀬渓谷散策路を会場として、ファミリーハイ
キングを行いました。
今年度は、参加者・スタッフ合わせて22人が参加
し、秋田県指定のセラピーロード（約４ km）を歩
きました。また、ハイキング終了後には温泉入浴も
し、運動と健康の素晴らしさを実感できました。

参加者・スタッフ総勢およそ300人がスポーツの秋
を大いに楽しみ、会場内は笑顔と熱気に包まれ、チー
ムメイトだけでなく他チームとのコミュニケーション
も交わされ、スポーツが「楽しい」ものと再確認でき
た１日になりました。

雫石の民俗芸能

ここに集う

11月23日（火）第53回雫石町無形文化財芸能祭

開演：午前9時

演目順決定！プログラムは折り込みチラシで掲載。どうぞご覧ください！
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特集

中継…実践区の取り組み状況（４）

7 月号からお伝えしている実践区の取り組みのようす、今月は、第 4 回（最
終回）として、雫石中学校の 5 つの実践区（雫石・七ツ森・御明神・西山・
御所）から、それぞれの取り組みを報告します。

︻雫石地区︼

残暑と時折小雨の降る中、生徒120
名、父母70名の参加により今年も 4 班
に分かれ、地区内の通学路周辺の清掃
活動を実施しました。その後、バイキ
ング形式の昼食といろいろな味のかき
氷をほおばりながら、
親子交流を深め、

︻御明神地区︼

3 班に分かれ、地区内の清掃活動を
行いました。ゴミはそれほど多くはあ
りませんでしたが、
「地区のために役
立つ活動ができる」という意識を育て
ることができたと思います。その後の
ドッチビー大会では、親も子どもも楽
しく取り組む事ができ、充実した時間
を過ごすことができました。

︻七ツ森地区︼

楽しい時間を過ごす事ができました。

お世話になっている地域への感謝を
込め、地区ごとに奉仕活動を決め、そ
れに取り組むとともに竜川清掃活動へ
も参加しました。親子研修会では、父
母と生徒が認知症を学び、地域で支え
あえることを目的とし、
「認知症サポー
ター養成講座」を実施しました。

︻御所地区︼

7 月24日に慰霊の森清掃作業を、雫石町
役場、全日空労組、郵便局長会の方々と総
勢200名で行いました。40年近く年月が過
ぎ、忘れかけた事故と命の大切さを改めて
生徒たちとともに考えることができました。
8 月22日には、グラウンドゴルフに親子
で取り組みました。午前中だけでしたが、
楽しく充実した活動ができました。

教育振興運動に関する問い合わせ
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︻西山地区︼

葛根田川河川敷整備活動を実施し、
ＮＰＯ法人リヴァーパーク葛根田の
方々が刈った草を片付ける作業を行い
ました。暑い中での重労働でしたが、
生徒と親がともにがんばっている姿が
見えるよい機会となりました。その後
の、ソフトバレーボール大会では、楽
しく交流を深めることができました。

社会教育課（692-6590）
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ミニ特集
雫石っ子、
本の楽しさをたっぷりと！〜「第４回雫石町親子読書のつどい」から〜
今年度、 9 月11日（土）の午後に開催された読書のつどいは、あいにくの悪天候の中、参加者・スタッフ合わせて
120名ほどがお話の世界を楽しみました。読み聞かせボランティアの皆さん、ジュニアリーダーの皆さん、
雫石中学校・
雫石高校の図書委員会の皆さん、ありがとうございました。

☆手遊びで心をほぐしたオープニング☆

☆お話し会は 5 つの部屋でゆっくりと☆

ＳＫＹのリードで手遊び「ミッキーマウス」を覚えたよ

いつの間にか、お話の世界に引き込まれて…

☆鉛筆しおりに大喜びのクイズ大会☆

今年のクイズは難しかったけど、
しおりをもらえたよ！

☆雫石弁での昔語り☆

☆絵本への想いを熱く語る、澤口たまみさん☆

わかんないところも少しあったけど、
面白かった〜

絵本で知ったことを
ぜひ外に出て確かめてね

〜家読におすすめ〈11月のテーマ「おとうさんって」〉 町では『家読』に取り組んでいます〜
家族の中で愛されてすくすく育つ子ども達。逞しく大きくて・・・そんなお父さんの存在をテーマにした本を
探してみました。昔よりも子育てに関わって奮闘するお父さん達への子どもからのエールとも言えます。あこが
れのお父さん方、どうか紹介する本を一緒に読んでみて下さい。

乳幼児向け
☆おとうさん だいすき
〔司 修／作・文・絵〕
文研出版
どうぶつたちが、それぞれお父さ
んが乗り物を運転できることを自慢
していますが、くまの子のお父さん
は何も運転していません。
くまのお父さんは「ちきゅうの運
転手さ」とすまし顔。さて…？

小学校低学年向け

小学校高学年向け

☆おとうさんはウルトラマン
〔みやにし たつや・作〕
学習研究社
永遠のヒーロー、ウルトラマン。
そのウルトラマンがいっしょうけん
めいに子育てをする、その不器用で
も必死にがんばる姿がユーモラスに
描かれています。

☆天国からの手紙
〔名木田 恵子・作／中沢 紀子・絵〕
ＰＨＰ研究所
お父さんが突然の事故で亡くなっ
たなんて、小学 4 年生のあかねには
信じられません。
「お父さん、本当
に死んでしまったの？返事がほしい
です」と手紙を書いてポストに。そ
したら…。
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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

☆手作りクラブ冬休み編
①クリスマスもこもこケーキを作ろう！
【講 師】雫石町食生活改善推進員
【対象・定員】町内の小学生・各コース先着20人
【受講料】一人500円
【場 所】中央公民館
【期 日】12月25日（土）
【時 間】
★送迎バスA・Ｂ
①午前コース／10：00〜12：00 ★送迎バスA・B
★送迎バスＣ
②午後コース／13：30〜15：30 ★送迎バスＣ
【注 意】送迎バスの利用
は、事前に申し込みが必
要です。発着時間は中央
公民館にお問い合わせく
ださい。
＊各自で来られる方は、
どちらでも参加可能です。
【申し込み】12月10日（金）までに中央公民館へお申
し込みください（受付・平日8：30〜17：15）。

豪華２本立て！☆

②粘土で干支人形をつくろう！
平成23年の干支「うさぎ」を作ります！
【講 師】中村鈴呼さん
【対象・定員】町内の小学生・各日先着20人
【受講料】一人500円
【場 所】中央公民館
【日 時】
①１月５日（水）10：00〜12：00 ★送迎バスＡ
②１月５日（水）13：30〜15：30 ★送迎バスＢ
③１月６日（木）10：00〜12：00 ★送迎バスＣ
④１月６日（木）13：30〜15：30 ★送迎バスＡ
⑤１月７日（金）10：00〜12：00 ★送迎バスＢ
⑥１月７日（金）13：30〜15：30 ★送迎バスＣ
【注 意】送迎バスの利用は、事前に申し込みが必
要です。発着時間は中央公民館にお問い合わせく
ださい。
＊各自で来られる方は、どの回でも参加可能です。
【申し込み】12月22日（水）までに中央公民館へお申
し込みください（受付・平日8：30〜17：15）。

〈手作りクラブ冬休み編①②共通 送迎バス運行経路〉
【送迎バスＡ】大村小、南畑小、御所公民館、歴史民俗資料館
【送迎バスＢ】上長山小、西山公民館、下長山小、七ツ森丸谷地公民館、東町公民館
【送迎バスＣ】橋場小、御明神公民館、西根小

☆雫石なんだり学級・童謡唱歌鑑賞編 〜歌うことこそ漢気（おとこぎ）だ！〜☆
男声合唱連合「極」の４人がつづる日本の歌！メ
ンバーの華山賢治さん、長尾隆央さん、太田代将孝
さん、松井永太郎さんの４人を迎え、童謡、唱歌、
懐かしのアニメソング及びポピュラーソングをお送
りします。
【日 時】12月19日（日）14：00 〜（開場30分前）
【場 所】中央公民館内特設ステージ
【対 象】町内在住、または勤務の方
【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。
【その他】無料託児ルームを設置します。「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！
【申し込み】中央公民館へ12月３日
（金）までにお申
し込みください（受付：平日8：30 〜 17：15）。
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★男声合唱連合「極」とは…★
日本の名曲を未来へ世界へ発信する若き合唱団、
その名も男声合唱連合「極」。
童謡唱歌やアニメソングを中心にした親しみやす
いプログラム、音楽とは結びつかない男気溢れる見
た目、そして笑いあり涙ありのパフォーマンスに注
目が集まっている。
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[各種スポーツ大会結果報告！]
①第34回岩手県OB軟式野球大会（佂石市）
〜 10月９日（土）〜 11日（月）
この大会で、雫石町体育協会ＯＢチームが３回目
の優勝を果たしました。

④雫石地区行政区対抗卓球大会
〜10月17日（日）
【優 勝】下町四行政区
【準優勝】晴山行政区
【第３位】中町１／七ツ森・丸谷地行政区
⑤第39回雫石町スポーツ少年団秋季野球大会
〜 10月24日（日）
≪育成の部≫
【優 勝】西山ボンズJr
【準優勝】安庭ブルーサンダーズJr

優勝した雫石町体育協会OBチーム

袰岩監督は、
「選手が一丸となってつかんだ勝利
だ」と優勝の喜びを語りました。
②第16回雫石町民グラウンド・ゴルフ大会
〜 10月16日（土）
≪男子の部≫
【優 勝】山崎 一正（高前田）
【準優勝】横手 和男（上町三）
【第３位】横手 十代（上町三）
≪女子の部≫
【優 勝】佐藤 トメ（中島）
【準優勝】佐々木 キク子（林）
【第３位】瀬川 マサ子（鶯宿）
③第39回雫石町スポーツ少年団秋季野球大会
〜 10月17日（日）
≪メインの部≫
【優 勝】雫石ダイナミックス
【準優勝】西山ボンズ

優勝した雫石ダイナミックス野球スポーツ少年団

優勝した西山ボンズJｒチーム

⑥雫石町ＯＢ野球大会
【優 勝】西山体育会
【準優勝】雫石体育会

〜 10月30日（土）

11月〜 12月の主な行事予定
【11月】
12㈮ 第57回雫石町小中学校音楽会
13㈯〜14㈰・20㈯〜 21㈰
県中学校新人体育大会（後期）
14㈰ 平成22年度御所地区卓球・綱引き大会
18㈭ 教育実践研究会（雫石・大村・西根小）
221㈰ 第5回雫石町民ゲートボール大会
23㈫ 第53回雫石町無形文化財芸能祭
25㈭ 小・小連携交流会
（七ツ森・下長山・橋場・南畑）
26㈮ 教育委員会議
30㈫ 小・小連携交流会
（雫石・御明神・安庭・西根・上長山・大村）
【12月】
21㈫ 大村小学校終業式
22㈬ 小学校終業式（西根・橋場）
24㈮ 教育委員会議
小学校終業式（雫石・七ッ森・上長山・
下長山・御明神・南畑・安庭）
中学校終業式
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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」
【日 時】11月18日(木)10時30分㲧㳥
【会 場】中央公民館２階 視聴覚室
【プログラム】
・えほん『だれかな だれかな？』
・かみしばい『りんごがドスーン』
・パネルシアター『いないいないばあ』
・こうさく『おへやをかざりましょう』 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！

小学生以上対象「しずくいしおはなし会」
【日 時】11月27日(土)10時㲧㳥
【会 場】中央公民館１階 特別会議室
【プログラム】
・『十五夜さま』…儀府 成一
・『この世でいちばんすばらしい馬』
……………… チェン ジャンホン

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！（9/21 〜 10/20受け入れ分
● 小説 ●
・通りゃんせ……………………………宇江佐 真理
・もしもし下北沢…………………よしもと ばなな
・オラクル・ナイト……………………………………
・マリアビートル………………………伊坂 幸太郎
・往復書簡…………………………………湊 かなえ
・共 謀…………………………………大村 友貴美
・キッド……………………………………木内 一裕
・人生にもう一度灯りをともす７つの智恵
……リチャード・ウェブスター
・マンチュリアン・リポート……………浅田 次郎
・月と蟹……………………………………道尾 秀介
・６人の容疑者（上・下）…ヴィカース・スワループ
・背表紙は歌う………………………………大崎 梢
・烈 日………………………………………今野 敏
・空の冒険…………………………………吉田 修一
・尾張ノ夏…………………………………佐伯 泰英
・冬日淡々…………………………………佐伯 泰英
● 一般書 ●
・絶筆 梨元です、恐縮です。 ……………梨元 勝
・頑固論 石川遼 ……………………………諸星 裕
・百歳は次のスタートライン…………日野原 重明
・恋する日本史…………………………山名 美和子
・こんな言葉で叱られたい………………清武 英利
・磯野家の相続…………………………長谷川 裕雅
・陽だまりの時間…………………………大平 光代
・自分の頭で考えるということ… 羽生 善治 ほか
・監察医が書いた死体の教科書…………上野 正彦
・大いなる暗愚……………………………藤原 正彦
・千の恩…………………………………岡上 多寿子
・2000社の赤字会社を続々救った！社長の手紙
……………………長谷川 和廣
・ヘルプマン⑮…………………………くさか 里樹

計168冊）

● ヤング・児童書 ●
・小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅
……………………上橋 菜穂子
・１円くんと五円（ゴエ）じい…………久住 昌之
・NHKスポーツ大陸 ２
……… NHK「スポーツ大陸」制作班
・85パーセントの黒猫……………あんびる やすこ
・ベストフレンズいつまでも！
……ジャクリーン・ウィルソン
・ひとつ………………………マーク・ハーシュマン
・フィボナッチ………………ジョセフ・ダグニーズ
・みんなでグルグル回文あそび 青の巻
…………………ながた みかこ
・ジョシュア・ファイル（１・２）
………………マリア･Ｇ･ハリス
・ルラルさんのたんじょうび………いとう ひろし
・もりのてぶくろ………ナターリヤ・チャルーシナ
・せいぎのみかた 〜ドラフラ星人の巻〜
………………みやにし たつや

図書館からのお願い！
必ずカウンター処理を受けて下さい‼
最近、カウンター処理を受けない本の貸出・返却
が少しずつ増えています。カウンターで貸出処理を
受けずに本を館外へ持ち出す、返却処理をせずにそ
のまま書架へ戻してしまうなどなど…。
これらはすべて、他の方の利用や図書館業務の妨
げとなります！必ずカウンター処理を受けるよう、
お願いします。

〈11〜12月の休館日ご案内〉
【11月】15、22、23、29日 【12月】6、13、20、23、27、29〜31日
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今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№66

雫石保育園

編〜

保育園は、働く父母に代わり子ども達の健やかな心身の成長を育み、安全を確保しながら見守っていく……。
一日の大半を過ごしている生活の場でもある保育園の役割は、とても責任があり重要と考えています。
子ども達の心に寄り添いながら、座禅
を通し

静

の時間を持つことにより我

慢することを知り、また、豊かな遊びや
いろいろな活動経験の中から、自ら考え
行動する力、友達と関わる楽しさや相手
を思いやる心を育むことを大切に日々過
ごしております。
にこトピア雫石の訪問

笑々館の訪問

保育園では、地域交流の一つとして、年 2 回「ニコトピア雫石」を、
また毎月 1 回「笑々館」を訪問しております。 おゆうぎ や 歌 ・ ペー
プサート

などを披露したり、 ふれあい遊び

ではおじいちゃん・お

ばあちゃんと手遊びをしたり、お互いに身体をムギュー……この時の笑
顔は、優しさに包まれ輝いています。「かわいがったな！」
「また見せて
夕涼み会

…お寺の本堂で座禅

ね」「また来るからね」と声をかけあい握手……。

核家族が多くなってきている現在だからこそ大切にしていきたい交流です。

次回は雫石中学校からの情報をお送りします。

創作劇「七ツ森の刻をめぐって」を発表！
〜七ツ森や学校の歴史を熱演・・七ツ森小
10月23日、七ツ森小学校（吉田敏子校長）で学習発表会
が行われ、６年生が、七ツ森の歴史や七ツ森小学校開校に
よせる当時の地域住民・学校の思いや願いなどを創作劇に
して演じました。
薪や山菜などを人々に与え、生活の支えになってきた七
ツ森が、明治維新によって新政府に没収され、再び町に払
い下げられるまでの苦労や喜び、宮沢賢治の「秋田街道・
青春夜行」の様子、夢と希望のある学校にしようと真剣に
話し合う開校当時の地域住民と学校の場面など、子ども達
の迫真の演技に大きな拍手がおくられました。
保護者や地域、そし
て、初代校長高橋昭氏
や初代教頭で校歌の作
詞者である志田勝夫氏
に見守られて演技を終
えた６年生19名は、大
変満足そうでした。
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☆第２回小小連携交流会

開催！

〜①11月25日七ツ森小

②11月30日雫石小

第 1 回（ 1 学期）とは小学校の組み合わせを変え、いよいよ今月開催となる第 2 回の「小小連携交流会」
。
交流会は、 2 つの会場で、それぞれ別の日に行われます。
まずは、11月25日（木）
、七ツ森小学校を会場として、
七ツ森・下長山・橋場・南畑小が1クラスで学習します。
続いて、11月30日（火）、雫石小学校を会場として、
雫石・上長山・西根・御明神・大村・安庭小を 4 クラス
に編成し、合同で学習します。
第1回
（ 1 学期）
も保護者の参観はありましたが、人数
としては少々寂しい感じがありました。特に、小規模校の
児童が30人のクラスで堂々と自分の意見を述べるなど、
普段の学習では見ることのできない姿がありますので、
ぜひ保護者の皆さんにも見ていただきたいと思います。
どちらの交流会も、10時45分〜 15時までの日程を予
定しています。どの時間帯の参観でも結構ですので、ご
都合に合わせぜひおいでください。
観覧に際し、事前の申し込みは必要ありません。多くの保護者の観覧をお待ちしています。なお、雫石小学校に車
でお越しの方は、役場駐車場をご利用ください。

【問い合わせ】学校教育課（内線294）

健闘雫中生 野球第３位に輝く‼
〜県中学校新人体育大会（前期） 10月16日
（土）
〜17日
（日）

〈野球〉 第３位
１回戦
５−０ 対田野畑中
２回戦
２−１ 対一戸中
準決勝
０−２ 対宮古・河南中
〈ソフトテニス〉
女子団体 ベスト８（岩手県インドア大会出場）
女子個人 瀬川結可・阿部綾夏組
ベスト12
徳田彩香・瀬川はるか組 ベスト12
（ともに岩手県インドア大会出場）
〈陸上競技〉
男子共通棒高跳び 第８位 正木慎一 2ｍ10㎝
〈後期日程紹介〉 雫中生にぜひ皆さんの声援を！
・11月13日
（土）
〜14日
（日）
卓球 （渋民総合運動公園体育館）
・11月20日
（土）
〜21日
（日）
バレーボール （北上総合体育館）
バドミントン （水沢総合体育館）
柔道 （宮古市民総合体育館）

☆お知らせ①☆
歴史と文化の学習拠点整備事業 プロジェクト会議について
公開を原則としている本事業の会議につきまして
は、都合により、11月には開催せず、12月以降の開
催と計画を変更いたしました。ご了承ください。
【問い合わせ】社会教育課（692-6590）

☆お知らせ② 教育委員会定例会リポートについて☆
10月の定例会では、審議案件はありませんでした。
懇談会の内容につきましては、11月号で報告いたし
ます。
【問い合わせ】学校教育課（692-6577）

☆お知らせ③ 町営体育館 利用時間一部変更☆
体育館内のワックス清掃作業実施により、下記期間
の利用時間が一部変更となります。
【期間】12月13日（月）〜15日（水）
【問い合わせ】町営体育館（TEL：692-5030）

あとがき
日に日に紅葉も綺麗になり、朝晩も冷え込むようになりました。
あっという間に冬が来るんだなと物悲しい気持ちになりますが、限
られた時間を大切にして、今感じられるものを大切にしていきたい
と思います。（A）

ただ今芸術祭の会期中。今年の芸術祭は、舞台部門を2日間にす
るなど、新たな試みも。これにより、初めて芸術祭を見に来たとい
う人も多かったはず。変えないことも大切、変えていくこともまた
大切。うーん、難しい…。（Yasu）

広報「教育しずくいし」12月号は
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12月 8 日（木）発行です。
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