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②地区公民館が地域づくり推進課に移管となりました。
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雫石中学校図書室がリニューアル！
木のぬくもりあふれる明るい図書室になりました

情報が満載！

歴史文化 スポーツ

校

教育行政 学

雫石の
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澤田郁子さん 長年教育に尽力
「瑞宝双光章」授与

3/1

グルージャ盛岡の選手が表敬訪問

表敬訪問に訪れた選手のみなさん
受賞を喜ぶ澤田さん（中央）

七ツ森小学校の校長を最後に、教員を退職された
澤田郁子さんへ吉川健次教育長から高齢者叙勲「瑞
宝双光章」を伝達しました。
澤田さんは、昭和24年４月より教員として勤務を
始められ、昭和32年からは雫石小学校に２年間勤務
されました。また、最後の勤務校である七ツ森小学
校に昭和63年４月から校長として２年間勤務し、長
年にわたって教育に尽力されました。

3/4

雫石町ふるさと民謡舞踊まつり

盛岡市、北上市に加え、今シーズンより、雫石町
を含む県内30市町村がグルージャ盛岡のホームタウ
ンに追加され、畑本時央選手、稲森克尚選手、河津
良一選手が町教育委員会へ表敬訪問に訪れました。
キャプテンの河津選手からは、「みなさんの期待
に応えたい」と今後の試合に向けた意気込みが語ら
れました。また、クラブから町名が入ったユニフォー
ムと表敬訪問に訪れた選手のサイン色紙が贈呈され
ました。
グルージャ盛岡は、町内で小学生向けのサッカー
教室の開催や保育所等の訪問など、子どもたちとの
交流も行っています。

3/19
〜3/30

ドイツ友好都市青少年留学の翼事業

練習の集大成を披露する出演者のみなさん

雫石町ゆかりの演者による唄と踊りの祭典、雫石
町ふるさと民謡舞踊まつりが、野菊ホールを会場に
開催されました。
大人から子どもまで総勢162人の出演者が、それ
ぞれに稽古を重ねてきた唄や踊りを披露しました。
当日は538人の来場者が訪れ、今年のふるさと民
謡舞踊まつりも大いに盛り上がりました。

2

出発報告会での記念写真

平成29年度は、安達勝さん（不来方高校１年）と
戸塚和幸さん（盛岡北高校１年）の２人が参加し、
町国際交流協会ウヴェ・リヒタ副会長とともに、友
好都市関係を結んでいるドイツ連邦共和国バート
ヴィンプフェン市や近隣のネッカーズルム市などを
訪問しました。自動車メーカーで有名なアウディの
博物館見学や現地でのホームステイなど、日本では
経験することのできない貴重な体験を通し、様々な
学びを得て、帰町しました。（学校・学年は平成29
年度のものです。）
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しずくいしの教育

特 集
◇西山地区３小学校、御明神地区２小学校で閉校記念式典が行われました
３月31日
（土）
で閉校となる町内５つの小学校で、閉校記念式典が行われました。式典では、深谷政光町長からそれ
ぞれの閉校記念事業実行委員会へ感謝状贈呈、吉川健次教育長から児童・教職員へ閉校記念品（校章入りのステンレ
スボトル）が贈呈されました。児童のお別れの言葉では、これまでの学び舎への感謝と、これからへの決意が呼びか
けられました。児童・教職員のほか、卒業生や地域住民など多くの出席者が見守るなか、学校長から吉川教育長へ校
旗が返納され、創立から約140年にわたる各小学校の長い歴史に幕を下ろしました。
また、各小学校では閉校記念碑の除幕式も行われ、これまでの歴史を刻んだ記念碑がお披露目されました。
閉校する西山地区３小学校は、下長山小学校の校舎を使用して「西山小学校」として、御明神地区２小学校は、御
明神小学校の校舎を使用して「御明神小学校」として新たな歴史を刻み始めます。

３月18日（日） 西根小学校

1873（明治６）年に駒木野小学校として開校（創立
から144年）
。
《特色ある学校づくり》
地域と連携・協同する学校
・伝承活動西根さんさ踊り
・地域の方々に学ぶキャリア教育 など

３月20日（火） 下長山小学校

1874（明治７）年に長山小学校として開校（創立か
ら143年）
。
《特色ある学校づくり》
・伝承活動の推進
・米作り体験活動
・読書活動の推進 など

３月20日
（火） 御明神小学校

1874（明治７）年に上野学校として開校（創立から
143年）。
《特色ある学校づくり》
豊かな心を育む・郷土の自然に学ぶ
・アルミ缶回収活動
・学校林の学習 など

３月21日
（水） 橋場小学校

1879（明治12）年に橋場小学校として開校
（創立から
138年）。
《特色ある学校づくり》
・こまくささんさなどの伝統の継承
・そば栽培学習 など

３月21日（水） 上長山小学校
1874（明治７）年に長山小学校として開校（創立から
143年）
。
《特色ある学校づくり》
・伝統芸能「よしゃれ」の伝承
・米作り体験活動 など
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今月の一冊・イベント情報

−雫石町立図書館−

【HPアドレス】http ://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2015112300014/【電話】019‒692‒5959

読書の壺 今月のこの一冊
『盛岡藩の武術』
小野﨑

聞いて楽しいおはなし会
幼児・小学生対象

紀男 [ 著 ]（ツーワンライフ出版）

江戸時代には武器を使用し
た戦いはほとんどなくなりま
したが、武術は武士のたしな
みであるとして、６芸（礼・
音 楽・ 弓 術・ 馬 術・ 書・ 数
学）が重んじられるようにな
りました。この本では、盛岡
藩の武道史および武道文化に
ついて現存する資料などをも
とにまとめられています。

しずくいしおはなし会

日 ４月28日
（土）11：00〜11：30

場 町立図書館

絵本の読み聞かせなどを行います。お楽しみに！
５月は12日（土）14：00〜14：30
26日（土）11：00〜11：30です。
乳幼児対象

たんぽぽおはなし会
テーマ「春が来た」
場 中央公民館

日 ４月19日
（木）10：30〜11：30

えほんの読み聞かせ、紙芝居、工作など。お楽しみに♪
乳幼児対象

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」

日 ４月27日
（金）10：30〜11：00

場 健康センター
絵本の読み聞かせなど。あそびにきてね♪

お知らせ（図書館の利用について）

【開館時間】９：00〜17：00
（水・金曜日は18：00まで）

４月23日〜５月12日は第60回こどもの読書週間

【４・５月の図書館休館日】

標語
「はじまるよ！本のカーニバル」

毎週月曜日

おすすめの児童書展示や、児童による本の感想・紹

※ただし、４月30日は祝日開館し、５月１日に

介とともに本を展示する書評展などを開催します。

休館します。

3/23

雫石町教育委員会表彰で
町内２団体・５個人が受賞

この表彰は、町の教育および文化の発展に著しく寄与した個
人・団体に対して行うものです。平成29年度も２期に分けて実
施し、今回の表彰では下記の方々が晴れて受賞されました。
受賞者（個人・団体名）※敬称略

受賞理由

よねくら

米倉

ゆず（七ツ森小２年）

下長山小学校
雫石中学校
ほそかわ

細川
よ こ て

２年１組
家庭部

第67回夏休み良書推薦運動

読書感想文コンクール

第67回全国小・中学校・ＰＴＡ新聞コンクール
優秀賞・全国新聞教育研究協議会賞
第21回ボランティア・スピリット・アワード
コミュニティ賞

最優秀賞

小学・学級新聞の部
北海道・東北ブロック

か ん な

栞那（七ツ森小２年）
ち

え

み

横手

智江美（雫石町バドミントン協会）

よ し だ

しゅんご

吉田

俊吾（不来方高校２年）

第68回冬休み良書推薦運動

読書感想文コンクール

最優秀賞

第34回全日本シニアバドミントン選手権大会年代別シングルス優勝
（本大会５連覇を達成）
え が お

むらかみ

村上

ゆ

ら

優空（盛岡中央高校３年）

第72回国民体育大会 愛顔つなぐえひめ国体 カヌー競技
リントカナディアンシングル200m・優勝、500m・第３位

少年男子スプ

第30回全国高等学校選抜スキー大会 女子コンバインド 優勝
2018ノルディックスキージュニア世界選手権大会 第７位
SAJ2017/2018ノルディックスキーコンバインド強化指定選手

※学校名・学年は29年度当時のものです。
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生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

心豊かに暮らせるまちへ… スポーツ情報

みんなでレクリエーションスポーツ！
今月は「フロアボウリング」

このコーナーでは、町営体育館でできるレクリエーションを紹介します。

どうやって遊ぶの？ 10本のピンめがけて、ボールを打つだけ！
決まったルールはありません。ボウリングと同じ要領で10フレーム300点を目指したり、
シンプルに１人１打10回交代で合計何本倒せるか競ったりなど、
独自のルールで楽しめます。
どこで借りられるの？ 町営体育館事務室で無料で借りられます。
館内での使用だけでなく、地域や学校の行事などにも貸出しています。
本物のボウリングピンと同じ素材で出来ていて、倒れる時の音は爽快です。大人から子
どもまで幅広い年代で楽しむことができますので、ぜひご利用ください。

3/10

第56回雫石町民スキー大会クロスカントリー競技

町民スキー大会クロスカントリー競技がケッパレランドで開催され、晴天
の中、46人の選手が力走しました。
今大会は、例年の２月から１ヶ月遅らせての開催となりましたが、２月下
旬の積雪でコースには十分な雪があり、選手たちはそれぞれ力いっぱいコー
スを駆け抜けました。
競技は、小学生低学年の600 m から中学生男子の５km クラシカル走法と
幅広く、また、１チーム３人によるリレー競技で各種目の順位を競い合いま
した。結果については町体育協会 HP に掲載しています。

3/22
〜25

力強くスタートするリレーの選手たち

本町を舞台にアルペン競技ジュニア日本一を目指し、熱戦が繰り広げられる！
アルペン競技ジュニア最高峰の「JOC ジュニアオリンピッ
クカップ全国ジュニアスキー競技会兼2018全日本ジュニアス
キー選手権大会」が雫石スキー場で行われました。３月22日
（木）
には、町中央公民館野菊ホールで開会式が行われ、当町
から出場する３人を含め全国37都道府県からの出場選手が力
強く入場行進しました。なお、開会式では雫石中学校応援団
による歓迎アトラクションが披露されました。
大会では全国の予選を勝ち抜いた小中高生の精鋭427人が
出場し、白熱した戦いとなりました。

回転競技に出場
した谷地選手
選手を激励する雫石中学校応援団

※この大会はスポーツ振興くじ助成金を受けて開催されました。

《町内在住選手の結果（敬称略）※学校・学年は平成29年度のものです。
》
氏名（学校・学年）
や

ち

K １・スーパー大回転

K １・回転

71位

41位

K ２・大回転

K ２・回転

途中棄権

43位

しょうせい

谷地

翔 成（御明神小６年）

よこがけ

しゅうと

横欠

秀斗（雫石中３年）

なかむら

りょうま

中村

涼真（雫石中３年）

※２本目進めず（上位60人のみが２本目進出）

※Ｋ１クラス：小学５・６年生対象

Ｋ２クラス：中学生と高校１年生の早生まれ対象

氏名（学校・学年）

町内で行われる各種スポーツ大会
日

程

４月 28日（土）〜30日（月）
１日（火）
・２日（水）
・４日
（金）
５月

大会名
春季東北地区高校野球岩手県大会

場

盛岡地区予選

所

町営野球場

３日（木）

町早起き野球開幕戦

町営野球場
鴬宿運動場

５日（土）〜６日（日）

全日本学童・全国スポ少野球岩手南地区予選

鴬宿運動場

13日（日）

第34回岩手山ろくファミリーマラソン

町総合運動公園
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教育行政・学校のページ

教育委員会定例会リポート／スーパーエコスクール事業完了／平成30年度人事異動紹介

教育委員会定例会リポート（２・３月）
― 2月定例会

質疑応答編 ―

中学校への部活動指導員の設置見込み、学校教職員衛生委員会の取り組み状況、学校給食の保護者負担軽減の
内容、西山小学校外構工事の予定などについて話し合われました。

― ３月定例会

議案編

以下の案件が可決されました ―

１．雫石町教育支援委員会規則の制定について
２．雫石町立小・中学校学校支援員等設置要綱の制定について
３．雫石町教育委員会表彰者の決定について
４．雫石町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程の制定について
５．雫石町教育委員会行政組織規則の一部改正について
６．雫石町教育委員会専決代決規程の一部改正について
７．雫石町教育委員会広報編集委員会規程の一部改正について

教育委員会議は、非公開事案以外は傍聴できます。【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

ぬくもりあふれる中学校へ スーパーエコスクール事業完了
雫石中学校の改修は、平成25年９月に文部科学省から採
択を受け、平成26年３月に完成した「雫石中学校スーパー
エコスクール基本計画報告書」を基に実施設計および改修
等工事を進めてきました。
平成28年６月に本体工事に着手し、
平成29年３月には
「武
道場」
、同年11月には管理棟（第一校舎）
、平成30年３月に
は普通教室棟（第二校舎）と新しい図書室（旧職員室を改
修）が完成となりました。木材には、町内南畑女助山の南
畑小学校学校林を始めとする町産木材および県産木材を利
用しています。
校舎と図書室の主な改修項目

1．教室

2．廊下

3．太陽光発電パネル

4．図書室

・普通教室および特別支援教室等の木質化
・校舎の断熱化
・トイレ改修
・暖房設備の入れ替え
・給排水管の更新
・太陽光発電パネル（50 kW）
および蓄電池（10 kW）の設置
・太陽熱を利用した補助暖房システム（OM ソーラー）の導入

どうぞよろしくお願いします！平成30年度人事異動（転入・着任）紹介
このたびの定期人事異動に伴い、下記の先生方が転入・着任されました。雫石の子どもたちのため、そして町
の教育行政進展のため、どうぞよろしくお願いします。
平成30年度人事異動（転入・着任）紹介（敬称略。
【学校名】職名：氏名の順に掲載。）
【雫石小】校長：新屋 敏明／教諭：菊池 佳恵／教
【御明神小】 校長：鈴木 直子／副校長：下村 俊
諭：新谷 勝一／教諭：平船 可奈子／教諭：佐藤
英／教諭：窓岩 伸吾／教諭：藤根 薫／教諭：岩渕
庸／教諭：澤田 早苗
淳也／教諭：坂下 和泉／教諭：菅田 琢子／教諭：
【七ツ森小】校長：千葉 裕之／教諭：栗田 裕年
多田 量子／教諭：桐山 佐江子／教諭：國井 知
【西山小】校長：下川 恵司／副校長：岩城 秀人／
栄／養護教諭：山内 和恵／主査：長坂 征子
教諭：佐藤 賢治／教諭：笹木 力／教諭：中谷 研 【御所小】校長：阿部 あずさ／教諭：鈴木 克哉／
一／教諭：和山 真一／教諭：主浜 みどり／教諭：
主事：千葉 由喜
川口 寿子／教諭：吉田 富惠／教諭：三浦 てる 【雫石中】
主幹教諭：澤田 真一／教諭：百濟 雅一／
み／養護教諭：吉田 美佐子／主任：阿部 恵美子
教諭：奥山 伸晃／教諭：髙橋 賢治／教諭：伊東
小百合
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がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 御明神保育所

シリーズ「輝」

№154

「多くの体験を通じて豊かな心を育む」
保育士

高橋

祐美

御
御明神保育所では、年間を通して外部講師の方を招い
明神保育所では、年間を通して外部
外部
部講
部講
講師の方を
師の を招い
子どもたちが様々な体験をする機会を設けています。
て、
子どもたちが様々な体験をする機会を設けてい
機会を設
会を設け
会を設
設け
設
けてい
け
てい
います
います。
ます
す
昨年の春は「岩手県サッカー協会」の方に来ていただ
き、サッカー教室を行いました。隣接する広いグラウン
ドで、ボールの蹴り方を練習したり、チームを作ってミ
ニゲームをしたりと楽しい時間を過ごしました。その中
で、友達と協力すること、勝負に勝った時は素直に喜び、
負けた時はくやしい、次は頑張ろうとする気持ちが育っ
たように感じました。
忍者体験を楽しむ子どもたち

冬には「国立岩手山青少年交流の家」の方に来ていた
だいて、忍者体験をしました。みんなで忍者になりきり、
段ボールで作った迷路を攻略したり、折り紙手裏剣で的
あてをして、みんな汗びっしょりになり、思い切り身体
を動かしました。時間が足りないくらい楽しみ、最後に
は忍者の認定証をもらい、大喜びの子どもたちでした。
子どもたちはいろんな方との出会いを通して、普段の
生活の中でも、人とのコミュニケーションや物事に対し
て、とても積極的になっていきました。このように多く
の体験を通じて、子どもたちがそれぞれに豊かな心を育
み、のびのび元気に育っていってほしいと考えておりま
広いグラウンドでのサッカー教室

子どもたちの力作を紹介します

す。
−本人（○）と先生（◆）からのコメント−

３・４歳児クラスのみなさん
「手づくりおもちゃロケット」

５歳児クラスのみなさん
「自画像」

○お気に入りの色でかいたり、好きな数字をかいて、
キラキラをたくさんつけました。ていねいにかけるよ
うにがんばりました。

○絵の具が少しはみ出して大変だったけど、上手にか
けました。好きな色をたくさん使ったり、周りの絵も
頑張ってかきました。

◆身近な材料を使ってロケットを作りました。ペンで
自由に模様や数字をかいたり、ロケットをイメージし
た星のスパンコールをつけて思い思いの作品となって
います。高く飛ばそうと友達と競って楽しみました。

◆保育所での成長記録として手形をとり、自分の顔を
かきました。クレヨンで顔と周りに好きな絵や模様を
かいた後、絵の具ではじいた作品です。細かいところ
も丁寧に色を塗ったり、クレヨンからはみ出さないよ
うに色をつけたり、１人ひとりこだわってかきました。
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せ

募 集

ト

お知ら

イベン

奨学資金貸付・就学援助の30年度希望者を募集します
町では、経済的な理由で就学や進学が困難な児童・
生徒および学生を援助するため、奨学資金貸付制度と
就学援助制度を設け、希望者を募集します。また、平
成30年４月より、看護師・准看護師および保育士の資
格取得をするための専修学校（高等・専門課程）も貸
付対象とします。
また、平成30年４月以降に雫石町の奨学資金の貸し
付けを受け、進学卒業後、雫石町に居住し、かつ、事
業所に正規雇用されていると認められる雫石高等学校
出身者については、奨学資金の償還債務の２分の１を
免除します。

◇就学援助制度
【制度の内容】経済的な理由で就学困難な小・中学生の保護
者を援助し、義務教育を受けられるようにする制度です。学
用品費、修学旅行費、給食費などを援助します。
※新入学児童生徒学用品費などの入学前支給を申請し、認定
を受けられた方も、平成30年度の就学援助を希望する場合
は手続きが必要になります。
【申込】お子さんの通学している学校（新入生は入学先の学校）
【問合せ】通学先の学校または教育委員会学校教育課（692‑
6412）

◇奨学資金貸付制度
学校
公立
私立
【募集対象者】
高等学校
15,000円以内
20,000円以内
高等学校以上（専修学校は看護師・准看護師およ
高等専門学校
18,000円以内
−
び保育士の資格を取得する学校のみ）に在学し、本
人または家族の住所が町内にある学生・生徒
短期大学
25,000円以内
30,000円以内
【申込期限】５月８日（火）……学力・経済状況など
大学（昼間部）
30,000円以内
35,000円以内
を審査のうえ、６月に採用者を決定します。
大学（夜間部）
15,000円以内
25,000円以内
【奨学資金貸付月額（上限）】右表のとおり
学校
高等課程
専門課程
【利子】無利子
専修学校※
18,000円以内
25,000円以内
【返済】高等学校や大学を卒業後、貸付期間の４倍
【平成30年４月より対象】
の期間で返済 （例：大学４年間×４＝16年間）
※看護師・准看護師および保育士の資格を取得する専修学校のみ
【申込・問合せ】教育委員会学校教育課（692‑6412）

歴史民俗資料館・遊びのファンクラブ
講座名

期

日

定

員

費

用

内

容

①バウエルン・マーレライ

５月12日（土）

10人

1,000円

ドイツの伝統的トールペイントです。今回は
素敵なバナナスタンドに挑戦！

②クルミの樹皮でカゴ作り

６月２日（土）

６人

1,000円

５月20日
（日）
にみんなでクルミの木をとり、
樹皮を剥ぎます。初回６月２日以降は複数回
通っていただきます。

③布ぞうり作り

７月７日（土）

15人

1,000円

夏は布草履で足元爽やかに。ご自宅にある古
い衣料などを再利用しましょう。

④一閑張

８月４日（土）

10人

1,000円

竹製のザルなどに和紙を張り重ねて、柿渋を
塗って…どんなふうに生まれ変わるのかは、
やってみてのお楽しみ！

⑤秋のコラージュ

９月１日（土）

10人

1,000円

自然素材で自由気ままにお好みの造形を愉し
みましょう！久々にあの人気講師小田晴世さん
の登場です。

500円

機織りってこんな仕組みなんだ！みなさんの
家にもあるダンボールを再利用して、毛糸でマ
フラーを織ってみましょう。
※29日以降、もう１度通って完成です。

いっかんばり

⑥ダンボール織り機で
小物づくり

９月29日（土）

５人

時

間

各回とも10：00〜15：00（昼食はご持参ください。
）

申

込

４月20日（金）以降、歴史民俗資料館へ（692‑3942・担当：奥村・菅原／受付：木曜以外９：00〜16：00）
※②のみ５月11日（金）９：00〜受付開始となります。
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イベン

少年少女合唱教室

厨房レッスン

歌が好きな子、学校を超えてお友達がほしい子集まれ！
みんなで楽しみながら合唱曲・童謡・唱歌などを学ぶこ
とができます。練習成果を披露する場として、町民音楽祭
へ参加、また、教室単独の発表会も開催予定です。
開催日 ４月28日（土）10：00〜11：30
※以降毎週土曜日開催
会 場 中央公民館
対 象 町内の小・中学生
受講料 月額1,000円
申 込 ４月25日（水）までに中央公民館へ（692 4181）

今回は「干物の和風アクアパッツァ」を作ります。
日 時 ５月23日
（水） 10：00〜13：00
場 所 中央公民館 調理実習室
講 師 町食生活改善推進員連絡協議会のみなさん
定 員 先着15人
受講料 １人500円
申 込 ５月17日
（木）
までに中央公民館へ（692‑4181）
＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

屋外体育施設利用開始日
平成30年度の屋外体育施設の利用開始日を次のとおり予
定しています。
〇陸上競技場…現在、トラック部分だけ開放しています。
※芝生部分は５月１日（火）
から
〇野球場、グラウンドゴルフコース、鴬宿 ･ 西山運動場
…４月14日（土）
〇テニスコート… ４月21日（土）
※ただし、天候により整備が遅れる可能性があり、利用
開始日が変更となる場合があります。
〇御明神運動場（芝生グラウンド）…５月３日
（木）
問合せ 町営体育館（692‑5030）

雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式
今年も子どもたちの健やかな成長を願い、町内の桜の名
所の一つ
「雫石川園地」
脇の雫石川に鯉のぼりを泳がせます。
掲揚式には御所小学校の２・３年児童が参加し、鯉のぼ
り掲揚のお手伝いやヤマメの放流を行う予定です
日 時 ４月24日
（火）10：30〜
場
募

鯉のぼり掲揚期間 ４月24日
（火）〜5月6日（日）
所 雫石川園地（JR 雫石駅南口から約500メートル
付近）
集 家庭で使わなくなった鯉のぼりがありましたら、

ぜひ寄贈をお願いします。寄贈いただいた鯉のぼ
りは掲揚式で掲揚させていただきます。
問合せ 生涯学習スポーツ課（692‑4181/中央公民館）

平成30年度学校開放事業団体登録に係る申請手続きについて
町民のみなさんのスポーツレクリエーション活動の場として平成30年度も学校施設
（町立小・中学校の運動場、体育館）
と閉校となった旧小学校運動施設を開放します。使用を希望する場合、以下のとおり申請手続きをお願いします。
開放期間 平成30年４月１日（日）
〜平成31年３月31日（日） ※学校行事により使用できない場合があります。
開放施設 （1）町内の小中学校
（2）町内の旧小学校（南畑・大村・上長山・西根・橋場） ※跡地利用が決まるまでの暫定措置
利用方法 （1）町内の小中学校を利用する場合
① 団体登録申請書を教育委員会（生涯学習スポーツ課）に提出する。
② 許可書を受領後、利用を希望する学校に利用申請書を提出する。
（2）町内の旧小学校（南畑・大村・上長山・西根・橋場）を利用する場合
① 団体登録申請書を町体育協会（町営体育館事務局）に提出する。
② 許可書を受領後、利用を希望する旧小学校の地区体育会事務局（各地区公民館）に利用申請書を
提出する。
例）西根小学校を利用したい場合 → 西山公民館
詳しくは町ホームページをご覧ください。また、申請書などについてはホームページからダウンロードしていただくか、
生涯学習スポーツ課（692‑4181/中央公民館）にお問い合わせください。

シ リ ー ズ
紹 介

近代農場の発展を今に伝える国指定重要文化財「小岩井農場施設」（第11回）
平成29年２月23日付け官報告示により小岩井農場内の建造物21棟が、日本における近代農場の発展過程を知
るうえで重要であるとして、雫石町内では初めての国指定重要文化財となりました。このコーナーでは指定さ
れた建物について紹介します。

種牡牛舎（しゅぼぎゅうしゃ）

建設年：大正６年
内部は６つの房に分かれ、個別に飼養できる仕組みになっており、牛舎内部に
は飼料を調整するための井戸が備えられています。種牡牛は体格が大きく力も強
いため、柵は鉄製（当初は松材）となっています。
トラス架構導入時にあって、様々な試行錯誤が見られ、日本の建築の発達を示
す例としても高い価値を有しています。
写真：小岩井農牧（株）提供
※トラス…三角形を単位として組まれる構造形式
※架構…柱、梁、床などからなる基本構造部分
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聞いてきました！

「K」の小部屋

シリーズ対談・編集担当

〈通算第37回 Ｋ編第25回〉
良書推薦運動 読書感想文コンクール（主催：岩手県良書推進協議会）で最
優秀賞を受賞し、平成29年度町教育委員会表彰を受賞した
よねくら
七ツ森小学校２年 米
倉 ゆずさん
（写真：左）
ほそかわ
か ん な
七ツ森小学校２年 細川 栞那さん（写真：右）
※学年は平成29年度のものです。

〇第67回夏休み良書推薦運動 読書感想文コンクール 最優秀賞
図書名：あしたのてんきははれ？くもり？あめ？
題名「空となかよしに」
七ツ森小学校２年 米倉 ゆずさん
〇第68回冬休み良書推薦運動 読書感想文コンクール 最優秀賞
図書名：かまってシロイルカ
題名「がんばりやのシロイルカ」 七ツ森小学校２年 細川 栞那さん
２人の読書感想文は岩手県学校生活協同組合のホームページから読むことができます。
（Ｋ）読書感想文コンクール
に応募しようと思ったのはな
ぜですか？
（米倉ゆずさん：以下（米））
本が好きだからです。
（細川栞那さん：以下（細））
楽しそうだったからです。
（Ｋ）ゆずさんはどうして本が好きなんですか？
（米）読んでるうちに本の世界に迷い込んで、それが楽しい
です！
（Ｋ）栞那さんはどうして楽しそうだと思いましたか？
（細）文を書くのが好きだからです。
（Ｋ）それぞれ感想文に出した本を選んだ理由や、書くとき
に気を付けたことは何ですか？
（米）選んだ理由はおもしろそうだったし、みんなに明日の
天気を教えられるからです。星とかお日様だけで明日の天気
がわかることをみんなに伝えたいと思いました。わかりやす
いようにカギカッコを付けたり、字をきれいに書くよう気を
付けました。
（細）水族館が大好きで、イルカがどこに暮らしているとか、
どういうことができるとかをみんなに伝えたかったので選び
ました。書くときは、書き方とか、字がずれないよう１行１
行見て気をつけたし、３回書き直してやっとできました。
（Ｋ）最優秀賞を知ったときはどう思いましたか？
（米）嬉しかったです！感想文を書くのがもっと好きになり

ました。
（細）私は驚いてすぐママに電話しました！また次の感想文
も最優秀賞をとれるように頑張りたいです。
（Ｋ）本を読むとどんないいことがありますか？
（米）おもしろいし、本を好きになれます。頭が良くなるし、
分からない漢字も覚えられます。
（Ｋ）今読んでいる本、これから読みたい本はありますか？
（米）今読んでいるのは、のぶみさんの本とヨシタケシンス
ケさんの本で、１回図書室で借りておもしろかったので、そ
のシリーズを読んでいます。のぶみさんの本でまだ「あたま
のうえのかみさま」という本を読んだことがないので読んで
みたいです。
（細）「ひみつのきもちぎんこう」という本を本屋さんで選ん
で買いました。まだ途中までしか読んでいないのでこれから
が楽しみです。
（Ｋ）学校生活で頑張っていることや目標はなんですか？
（米）二重跳びができるようになりたいし、感想文を書くの
も上手になりたいです。学校目標の「思いやりのある子ども
たくましい子ども かしこい子ども」も守りたいです。
（細） ３年生になったら１・２年生のお世話を頑張りたいで
す。あと、徒競走で一等賞をとりたいです。
（Ｋ）雫石町の人に伝えたいことはありますか？
（米）もっともっと本を好きになってください。
（細）おもしろい本をたくさん読んでほしいです。

あとがき
春は私の大好きな季節で、今からお花見が楽しみでワクワクして
います！雫石川園地で、色鮮やかな鯉のぼりと美しい桜を見るのが
楽しみです。弘法桜や一本桜も名所ですね。最近はすっかり暖かい
ので、今年は自転車を買って町内をゆっくりサイクリングでもした
いなと計画中です。（K）

この３月、多くの方々の母校がその歴史に幕を下ろしました。私
も母校の閉校式に出席し、校歌斉唱で、この校歌をみんなで歌うこ
とはもうないんだなと思うと、自然と涙が溢れてきました。しかし、
壇上の児童たちは誰も涙を見せることなく、凛とした態度で、児童
たちはもう先を見据えているんだなと頼もしく感じました。（N）
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