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７月28日（金）〜31日（月） 〜富士市・雫石町少年交流事業〜

POINT ロープウェー山頂の標高730ｍから眺める星空は、普段見る事の出来ない感動的
な光景が広がります。理科教員の経歴をもつ３人の星空案内人による分かりやすい解説を
聞きながら星空を眺める事ができ、小学生の自由研究にもおすすめです。

雫石スキー場

〈今月のプレゼント〉
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教育しずくいし

雫石町教育委員会広報紙

協賛懸賞クイズ「雫石の文化財」（９ページ）

情報が満載！

歴史文化 スポーツ

校

教育行政 学

雫石の

学校を超えた交流

小・小連携交流会〔７月４日・５日〕

今年も各小学校の６年生を対象にした「雫石町小・小連携交流会」
を、Ａグルー
プ（60人：雫石１組、御明神、橋場、御所小）は７月４日
（火）
に御明神小学校で、
Ｂグループ（61人：雫石２組、七ツ森、上長山、下長山、西根小）
は７月５日
（水）
に七ツ森小学校で、それぞれ開催しました。
この行事は、「多様なものの見方や、考え方に触れ、相手を尊重すると共に自
己を確立する契機とすること」や「中学校生活のイメージと見通しをもたせ、安
心して中学校進学を迎えさせること」をねらいとしています。
Ａグループでは「チームの絆を深めよう」をテーマとして、チーム対抗で４種
目を競う体育と、新聞紙を使ってできるだけ高い立体を作り上げる図工が行われ
ました。Ｂグループでは、それぞれ選んだ友達の作品の良さを発表する国語と、
「曲
にぴったりの動きを考え、友達と楽しくおどろう」というテーマでグループごと
に考えた踊りを発表し合う音楽などが行われました。
参加した児童たちは「最初は他の学校の人と仲良くなれるか不安だったけど、
仲良くなれてよかった。」「たくさん友達ができて楽しかった。中学校でもよろし
くお願いします！」など感想を発表し合いました。これからの小学校生活をより
充実させて、４月からの中学校生活につなげていくことを期待しています。

町の教育振興に貢献

佐々木

Ａグループ

図工の授業

Ｂグループ

体育の授業

正志さんが瑞宝双光章を受章〔７月18日〕
この度、佐々木 正志さんが長年の教育への功労が高く評価され、５月１日（月）に
ずいほうそうこうしょう
（教育功労）を受章され、７月18日
（火）
に遠山病院において、
内閣府より「瑞宝双光章」
妻・智恵さん、
次男・健二さんの同席のもと、
吉川教育長より勲章を伝達いたしました。
佐々木さんは、昭和23年10月より、教員として県内９校の小学校および中学校に勤
務され、平成２年３月に下長山小学校の校長を最後に退職されました。
これまでに町内の小中学校には、雫石中学校に１年半、雫石小学校には２度赴任さ
れ18年間、南畑小学校に３年間、下長山小学校においては校長として２年間勤務され、
PTA や各家庭へ呼びかけを行い「家風作り」運動を展開し、学校・地域・家庭の連
携による児童生徒の健全育成および学力向上に尽力されました。また、平成３年から
雫石町教育委員として、平成４年10月１日から平成７年９月30日まで、教育長として、
雫石町の教育振興に貢献されました。

戸沢氏を顕彰して

第5回戸沢サミット in 小美玉〔７月22日〕

戸沢サミットは、平成25年度より新庄藩祖・戸沢正盛にゆかりのある秋
田県仙北市、茨城県小美玉市、高萩市、山形県新庄市の４市に、戸沢氏発
祥の地とする雫石町を加えた４市１町により、持ち回りで開催され、今年
度は茨城県小美玉市で開催されました。
参加する５市町は、大規模災害時に支援物資を届けたり職員を派遣する
災害時相互応援協定を結んでおり、サミットを通して更なる友好と絆を深
め、それぞれの自治体が特色あるまちづくりにつなげていくことを宣言し
ました。

受け継がれる事故への教訓とあたたかな交流

戸沢正盛公が再建した鹿嶋神社の前で戸沢氏
第15代当主戸澤ご夫妻と滴石史談会会員

富士市・雫石町少年交流事業〔７月28日〜31日〕

今から46年前の昭和46年７月30日、雫石町上空で全日空機と自衛隊機の衝突墜落事故が起こり、乗客乗員162人の尊い命が
失われました。このうち125人が静岡県富士市の方々だったことから、悲しい事故の教訓を後世に伝えるために、富士市と雫
石町の５・６年生を対象に交流事業が行われています。今年は雫石町児童27人が富士市を訪問しました。
初日は ANA 機体工場見学を行い、飛行機の仕組みや安全がどのように守られているかを学び、子どもたちは目の前で見る
飛行機に目を輝かせ、見学していました。富士市
では、子どもたちもはじめは緊張した面持ちでし
たが、富士市参加児童や関係者の方々に温かく迎
えられ、様々なプログラムを通して交流を深めま
した。地引網体験や富士市吉原商店街でのインタ
ビュー、富士山散策（５合目〜６合目）などの富
士市ならではの体験をし、実りある交流事業とな
りました。
飛行機の安全について学んだ工場見学
吉原商店街の方と
インタビューを通して交流
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しずくいしの教育

特集
「読書の秋」はよく聞きますが、
「読書の夏」もいかがでしょうか？図書館で涼をとりながら、読書や勉強をして、
知恵と知識の扉を開きましょう！

夏の夜のこわいおはなし会
７月22日
（土）
の夜、中央公民館の野菊ホールに幼児から中学生、大人まで総勢79人が集まり、絵本の読み聞か
せやストーリーテリング、紙芝居など怖いおはなしを楽しみました。今回は初めて野菊ホールの舞台上を会場に
開催し、音や光の効果的な演出で、会場内が恐怖で凍えつきました。

図書館をどんどん活用して、充実した夏を過ごしましょう！
おすすめのコーナー
ティーンズはこれ！
映画や漫画などで有名な、
『アオ
ハライド』や『君に届け』などの文
庫版の作品をたくさん揃えておまち
しております。

時代小説コーナー
江戸時代を舞台にした捕物帳はも
ちろんのこと、古代から幕末までの
歴史小説などを一挙に揃え、みなさ
まをお待ちしております。
『バカボ
ンド』
『へうげもの』など歴史コミッ
クなども充実しています。

乳幼児向けコーナー
図書館の児童コーナーには、乳幼
児向けのコーナーがあります。カー
ペットが敷いてあり、親子で読み聞
かせをしたり、こどもが寝転んで本
を読めるスペースとして愛されてい
ます。
赤ちゃん用絵本も充実しています。

図書館の活用法
◇レファレンスサービス お調べになりたいこと、探している本、図書館職員がお手伝いします。
◇コピーサービス １枚10円（著作権法の範囲内になります）
◇予約リクエストサービス 貸出中の本を予約したり、図書館にない本をリクエストできます。
◇おはなし会グッズの貸出 おはなし会で使う大型絵本、紙芝居舞台、パネルシアター台などの貸出。
◇団体貸出 グループ・団体に１ケ月本を貸出。
◇宮澤賢治文庫、読みやすい大活字本、まんがコーナーも人気。

【問い合わせ】 町立図書館（692‒5959）
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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
『影裏』

沼田

聞いて楽しいおはなし会

真祐／著（文藝春秋）

しずくいしおはなし会
日 ８月26日
（土）11：00〜11：30 場 町立図書館
★「しあわせの３つのおしえ」
エマ・チチェスター・クラーク/作 ほか
４月から第２、４土曜日の月２回開催しています。
９月は９日（土）14：00〜14：30、
23日（土）11：00〜11：30です。

盛岡市在住の著者が、デビュー
作で第122回文學界新人賞、第157
回芥川賞を受賞した話題の作品で
す。
主人公内藤は会社の出向で移り
住んだ岩手で、同僚の日浅以外、
友だちもできない孤独な日々を
送っていた。そんなある日、日浅
は突然会社を辞めてしまう。そし
て、東日本大震災を機に、友人の
意外な一面が明らかになっていく。

たんぽぽおはなし会
日 ８月17日
（木）10：30〜11：30 場 中央公民館
★えほん「ゆうれいとなきむし」「ぽぽぽぽぽ」
★紙芝居「おんぶおばけ」
★やってあそぼう「しゃぼん玉」
ほか

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」

お知らせ（図書館の利用について）

日 ９月４日
（月）10：30〜11：00

【開館時間】9：00〜17：00
（水・金曜日は18：00まで）
【８・９月の図書館休館日】
毎週月曜日（ただし、９月18日は祝日開館とし、19
日を休館とします。
）

全日本中学校県通信陸上大会

場 健康センター

読書感想文コンクール課題図書展

青少年読書感想文全国コンクールと岩手県読書感想
文コンクールの課題図書を展示、貸出しています（８
月31日（木）まで）。選りすぐりの良書を読んで、自分
の世界を広げてみましょう。

岩手県大会結果 〔7月2日〕

※敬称略

東北大会進出決定！おめでとうございます。
男子（共通100ｍ） 第５位
（共通800ｍ） 第４位
（共通走幅跳） 第３位

向野理央
東北大会
若林夢希
東北大会
高前田涼斗 東北大会

女子（２年200ｍ） 第５位
（３年100ｍ） 第５位
（共通1500ｍ） 第４位

岩手県中学校総合体育大会等結果 〔7月15日〜17日〕
★陸上
男子（２年100ｍ） 第４位 細川翔汰
（共通800ｍ） 第５位 若林夢希
（３年100ｍ） 第５位 向野理央
★水泳
男子（200ｍバタフライ） 第９位 瀬川竜央
女子（400ｍ個人メドレー）第４位 山本ひより 東北大会
第５位 岩井紅葉
★バスケットボール
男子 ２回戦敗退 30−56 山田中
女子 第３位 準決勝 42−78 白百合学園中
★バレーボール
男子 第３位 代表決定戦 １−２ 見前南中
女子 ２回戦敗退 ０−２ 九戸中
★ソフトテニス
女子 団体 １回戦敗退 １−２ 花巻北中
個人 ３回戦敗退 簗場美織・横欠優希
３−４ 中野中
★卓球
男子 個人 ３回戦敗退 櫻田拓海
１回戦敗退 刀澤雄斗
女子 団体 １回戦敗退 １−３ 石鳥谷中
個人 ３回戦敗退 髙橋佑奈・佐々木優菜
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澤田夏芽
東北大会
徳田侑奈
東北大会
桐山はる菜 東北大会

※敬称略

★軟式野球 １回戦敗退 ２−６ 仙北中
★バドミントン
男子 団体 ベスト８ 準々決勝１−２ 磐井中
個人（ダブルス）
２回戦敗退 澁田敦樹・山崎駿弥
女子 団体 第３位 準決勝 １−２ 赤崎中
（代表決定戦）０−２ 矢沢中
個人（ダブルス）
３回戦敗退 上川原小梅・髙橋春和
３回戦敗退 徳田百南・伊藤桜咲花
★ソフトボール ２回戦敗退 １−14 千伯中
★柔道
男子 団体 １回戦敗退 １−３ 花巻中
個人（50 kg級）初戦敗退 武田莉空
（66 kg級）ベスト８ 須藤 翼
（90 kg級）ベスト８ 杉本 楓
女子 団体 １回戦敗退 １−２ 紫波一中
個人（52 kg級）初戦敗退 黒澤雅依深
（70 kg超級）第３位 村田愛華
★新体操
女子 個人総合 第４位 高見唯稟
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生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

第43回

心豊かに暮らせるまちへ… 各種スポーツ大会結果（敬称略）

雫石町小学校水泳記録会結果報告（上位３位まで）

※敬称略

７月27日
（木）
に県営屋内温水プールにおいて、町内８校の小学校が集まり、
水泳記録会が開催されました。皆、力いっぱい50Ｍを泳ぎ、５種目で新記録が
出ました。保護者および地域の方々、児童への温かいご声援をありがとうござ
いました。
種

目

50ｍ
自由形

順位

５年女子

50m
背泳ぎ
（共通）

200m
リレー
（共通）

200m
メドレー
リレー
（共通）

６年男子

煙山 心花（上長山） 奥山 小雪（上長山） 松ノ木 佑太（御明神） 吉田 蒼生（御所）
44秒76
41秒93
40秒34
42秒16

２位

村田 桃華（御所）
45秒55

佐渡 日菜々（七ツ森） 三浦 和翔（七ツ森） 上山 聖斗（御所）
42秒19
41秒39
42秒49

３位

村田 菜音（御所）
47秒22

髙橋 明希（御所）
42秒47

細川 隆清（御所）
42秒29

小赤澤 煌（橋場）
45秒59

村田 萌生（雫石）
31秒38【新記録】
※200ｍ リ レ ー 第 １ 泳
者として

１位

村田 葵（御所）
58秒04

渡邉 野和（雫石）
55秒55

安達 大翔（雫石）
44秒06【新記録】

佐々木 陽斗（雫石）
51秒70

２位

和田 舞咲（雫石）
58秒21

阿部 風羽里（雫石） 千葉 光智（橋場）
59秒67
1分00秒79

佐々木 陽亮（御所）
56秒23

３位

晴山 芽吹（雫石）
１分01秒40

佐々木 菜々（御所） 小林 龍弥（雫石）
１分00秒67
１分01秒94

山本 伯優（雫石）
56秒48

１位

煙山

心花（上長山） 56秒08

安達

大翔（雫石） 41秒30【新記録】

２位

高見

柚名（橋場） 56秒16

沼田

昊大（雫石） 52秒35

３位

神田

結衣花（雫石） 58秒20

篠村

紅羽（雫石） 54秒09

新記録

50m
バタフライ
（共通）

５年男子

１位

新記録

50m
平泳ぎ

６年女子

村田 萌生（雫石）35秒37【新記録】
※200ｍメドレーリレー第1泳者としての記録

１位

村田

萌生（雫石） 33秒10【新記録】

石田

龍翔（御所） 44秒34

２位

後藤

茉緒（御所） 58秒09

篠村

紅羽（雫石） 49秒02

３位

齋藤

あかり（雫石） 59秒04

松ノ木

１位

雫石（村田、阿部、齋藤、渡邉）
2分42秒63

御所（上山、細川、石田、吉田）
2分48秒64

２位

上長山（煙山、坂井、佐藤、奥山）
3分03秒27

雫石（沼田、坂本、佐々木、曽根）
2分55秒26

３位

御明神（金澤、山本、三浦、岩持）
3分14秒68

御明神（松ノ木、町場、沼野、土橋）
2分59秒98

１位

雫石（村田、阿部、齋藤、渡邉）
3分14秒12

雫石（沼田、佐々木、安達、曽根）
3分01秒69

２位

上長山（松原、佐藤、煙山、奥山）
3分36秒52

御所（新井、小笠原、石田、細川）
3分23秒38

３位

御明神（岩持、下澤田、金澤、山本）
3分51秒04

御明神（大坊、谷地、松ノ木、土橋）
3分36秒55

佑太（御明神） 49秒55
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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/小学校統合に向けた取り組み（第15回）

教育委員会定例会リポート（６・７月）
― 6月定例会

質疑応答編 ―

６月の定例会では、児童生徒就学援助費目の拡大（就学予定者に対する入学準備金）
、東京芸術大学ふれあい
コンサート開催、雫石高校の存続に向けた魅力発信についてなどが話し合われました。

― 7月臨時会・定例会
議案編 以下の案件が可決されました。
᳸ ᏋۀՃ˟˟̊ܭȪȝȸȈ
ȷ உᲣ ―
᳸

᳸ ᏋۀՃ˟˟̊ܭȪȝȸȈ ȷ உᲣ ᳸
（７月臨時会）
Ყ  உ ˟̊ܭឋွࣖሉዻᲧ
１．御明神地区小学校の統合に関し、統合後に使用する校舎を「御明神小学校」の校舎とすることについて
Ყ  உ ˟̊ܭឋွࣖሉዻᲧ
２．御明神地区小学校の統合に関し、統合の時期を「平成30年４月１日開校」とすることについて
３．御明神地区小学校の統合に関し、統合小学校の校名を「雫石町立御明神小学校」とすることについて
㸫 㸵᭶⮫࣭ᐃ ㆟⦅  ௨ୗࡢ௳ࡀྍỴࡉࢀࡲࡋࡓࠋ㸫
４．西山地区小学校の統合に関し、統合後に使用する校舎を「下長山小学校」の校舎とすることについて
㸫 㸵᭶⮫࣭ᐃ ㆟⦅  ௨ୗࡢ௳ࡀྍỴࡉࢀࡲࡋࡓࠋ㸫
５．西山地区小学校の統合に関し、統合の時期を「平成30年４月１日開校」とすることについて
６．西山地区小学校の統合に関し、統合小学校の校名を「雫石町立西山小学校」とすることについて
（７月定例会）
１．図書館協議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて
２．雫石町就学援助医療費支給事務取扱要領の制定に関し議決を求めることについて
３．平成30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
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）

小学校統合に向けた取り組み（第15回）
学校教育課では、小学校統合に向け、御明神地区と西山地区に「小学校統合準備委員会（以下「準備委員会」と
する。
）を組織し、委員を委嘱して統合に係る具体的内容を協議していただいています。

御明神地区
７月12日 第８回準備委員会 御明神公民館
◯校歌・校章について・・募集した結果、校歌の歌詞は43の言葉・10のフレーズが応
募され、校章は19のデザインが応募されました。その中から、準備委員会の委員で、
投票を繰り返し、御明神・橋場両小学校の校章を組み合わせたデザインの校章に決定
Ƹ
しました。
◯児童所持品について・・運動着については、PTA および教員の委員で検討するこ
とになりました。
◯校舎の施設整備について・・今年度改修する部分以外で、大規模改修するための具
御明神小学校 校章デザイン
体的な内容について、今後、準備委員会で検討することになりました。

西山地区
ᇹᲫᧉݦᢿ˟žఄӸӏƼˡወ૨҄ሁዒ১ሁ౨᚛ᢿ˟ſ

７月25日 ᇹᲫᧉݦᢿ˟žఄӸӏƼˡወ૨҄ሁዒ১ሁ౨᚛ᢿ˟ſ
第11回準備委員会 西山公民館
第１専門部会「校名および伝統文化等継承等検討部会」
◯校歌・校章について・・募集した結果、校歌は11の言葉、20のフレーズ、校章は34
のデザインが応募されました。その中から、専門部会において、校章を５案選考し、
準備委員会で１つに選考しました。
◯伝統文化・スポ少等の活動について・・スポ少や地域での伝統文化については、今
までと同様に同じ形式・場所で活動する。学校で行っている伝統芸能については、統
ᇹᲬᧉݦᢿ˟žᚨૢͳӏƼǹǯȸȫȐǹᢃᘍሁ౨᚛ᢿ˟ſ
合後も取り組めるように第３部会
「学校経営検討部会」
との調整を行うこととしました。
ᇹᲬᧉݦᢿ˟žᚨૢͳӏƼǹǯȸȫȐǹᢃᘍሁ౨᚛ᢿ˟ſ
第２専門部会「施設整備およびスクールバス運行等検討部会」
◯校舎施設等の整備について・・教室の拡幅については夏休み中に一部を実施予定と
西山小学校 校章デザイン
し、昇降口前および駐車場の拡大については、引き続き検討することとしました。
◯スクールバスについて・・スクールバス運行経路などは各小学校区で次回までに経
ܖݱఄወӳƱƳǔעғƷႏƞǇƴƸŴแͳۀՃ˟ۀՃƱƷᆢಊႎƳॖᙸʩ੭ǛǑǖƠƘƓᫍƍƠǇƢ ŵ
路案を作成し、協議することとしました。
ܖݱఄወӳƱƳǔעғƷႏƞǇƴƸŴแͳۀՃ˟ۀՃƱƷᆢಊႎƳॖᙸʩ੭ǛǑǖƠƘƓᫍƍƠǇƢ ŵ
小学校統合となる地区の皆さまには、準備委員会委員との積極的な意見交換をよろしくお願いします。
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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 七ツ森小学校

シリーズ「輝」「七ツ森を歩き、七ツ森に育まれ」
№146

本校の遠足行事は、５月末に行われます。
その内、低学年
（１・２年生）
は、学校を出発して、さえずりの里、
鉢森山の中腹を通り、標高348ｍの生森山山頂までのコースです。
新緑の青葉のトンネルをくぐり、七ツ森の清々しい風を感じなが
ら、徒歩で往復します。その距離約７km。入学して間もない１
年生には決して短くない道のりです。道端で出会う草花、葉っぱ、
石ころ、虫、鳥の鳴き声、森のにおい、一つ一つに心奪われ、興
味を示します。
「おもしろい」
「こわい」「きれい」と素直に感動
を口にするのも低学年ならでは。最後の急斜面を、滑りそうにな
りながら、一人一人間隔を開けてやっと登り切り、ついに登頂。
みんなでバンザイをし、喜び合いました。

運動会のさんさ踊り

あん

佐々木

伸也

地図を確かめながら、山道を歩く

山頂ではおいしいお弁当を頬張り、思い思いのレクを楽しみ、記念撮影。
正面には天気の関係でうっすらとした輪郭の岩手山。足下には、田園が広
がり湖面も見える雫石の美しい風景。そして、帰り道。１年生にとっては、
疲れもピークに達する時間です。だんだんと、遅れ始める子ども達も現れ
始めました。そんな時、２年生が「がんばって、もう少しだから。
」
「荷物
持つの手伝ってあげるよ。」と励まし、声をかけていました。おそらく、
去年の今頃、そうやって助けてもらったのでしょう。歩くペースも落ち
「疲
れた〜」の大合唱の中、学校裏のスワンスロープ（スキー場）が見えてき
ます。「あっ、学校だ！」と学校の赤い屋根を見下ろすと、俄然元気を取
り戻した子どもたちでした。
こうして、学校を背にする七ツ森に見守られ、育まれ、七ツ森魂を身に
付けていく子ども達。今年も、中学年のさんさ踊り（太鼓）
、高学年の金
管バンド等、全員でしっかり伝統を受け継いでいます。

子どもたちの力作を紹介します

か み か わ ら

副校長

−本人（○）と先生（◆）からのコメント−

と く た

ひ よ り

さいとう

みのり

２年生 上川原 杏さん
「元気におよぐ魚」

３年 徳田 陽依さん
「御所湖の清流を守ろう」

５年生 齋藤 穂さん
「うねうねアンブレラ」

○魚をつくるときに、セロハンを２枚重
ねてはってみました。すると、色が変わっ
てとてもきれいになりました。段ボール
カッターを使って切ることも楽しかった
です。

○５月に３、４年生で御所湖遠足に行き
ました。御所湖はとても広くて、きれい
でした。大きなコイもいました。いつま
でもきれいな御所湖にしたいと思い、ポ
スターをかきました。

○かさのしわのうねりをしっかり表現で
きるように、何度も指でしわをなぞりま
した。下がきをしないでネームペンとク
レパスを使い、リアルにかくことができ
てよかったです。

◆光を通しながら、色の影の形を見つけ
たり、色セロハンを重ねながら色の変化
を楽しんだりしていた杏さんです。気に
入った形になるようにいろいろ試し、工
夫して作ったので、すばらしい作品に仕
上がりました。

◆魚が生き生きと元気に泳いでいるとこ
ろと、ごみなどがあってくらい顔で泳い
でいるところとを上手にかき表しまし
た。文字もはっきりとしていてわかりや
すいですね。

◆布の動きを絵で表現することはとても
難しいのですが、本物のかさの雰囲気を
よく出せています。持ち手の部分の文字
や縫い目まで描き、味のある作品に仕上
げました。
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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…

大会結果・スポーツ情報

このコーナーでは、雫石町営体育館トレーニング室にある各種トレーニング器具を紹介します。

第５回「バタフライマシン」編
この器具で鍛えられる主な筋力は、大胸筋（前胸部の最も広く、大きい筋肉）や三角筋（肩関節を覆う厚い筋
肉）前部です。

①ウェイトをセットしたら前腕をパッドに当て、
手を開いた状態で軽くパッドに添えます。

雫石町保有八幡平カントリーゴルフクラブ
ゴルフ会員券の貸し出しについて
利用できる方 町内に事業所のある団体
町内在住または勤務の個人
申 込 町営体育館へ電話で枚数を予約した後、受付窓口へ
お越しください。
券の受取り方 利用する方またはその代理人が、印鑑（代理
人の場合は代理人の印鑑）を持参のうえ、申請書に
記入と捺印をして券をお受け取りください。
＊団体で利用する場合、１回につき８枚まで貸出し可

雫石町ふれあいジョイフルスローピッチ
ソフトボール大会の出場チーム募集中！
日 時 ９月10日（日）７：30開会式
場 所 鶯宿運動場 C
チーム編成 町内に居住している小学校４年生以上の女性20
人以内で構成するか、小学校４年生以上中学校３年
生以下男子２人以内および60歳以上の男性２人以内
を含めた混成20人以内で構成すること。
申 込 町営体育館備え付けの申込用紙へ必要事項を記入
し、９月５日（火）17：00までに申込みください。

②反動など勢いをつけないで、１・２のリズムで
パッドを押し胸の正面で左右が合うまで動かし
ます。その後、１・２・３・４のリズムで元の位
置まで戻してください。

雫石町営体育館アリーナ一時利用休止について
町営体育館では、アリーナの床面高度清掃とウレタンワッ
クス塗布業務を行うため、下記の期間と内容でアリーナの利
用が出来なくなりますので、ご了承ください。なお、詳しい
事については町営体育館（692 5030）へお問合せください。
８月９日
（水）
〜20日
（日） 全面利用出来ません。
８月21日
（月）
〜31日
（木） バスケットボール・フットサ
ルなど重量物を設置しての種目は利用できません。また、ラ
インテープの貼付けも出来ません。

雫石町民相撲大会の出場選手を募集しています
日
場
部

時 ９月９日
（土）
所 御所小学校相撲場
門 小学生の部（団体戦・個人戦）
中学生の部（団体戦・個人戦）
一般の部（団体戦・個人戦）
申込み条件 各部門とも町内在住または町内小中高等学校お
よび町内勤務者・町内出身者とする。小学校団体戦
は各小学校単位で。
中学生と一般団体戦は各地区（雫
石・御所・西山・御明神）
ごとにそれぞれ正選手３人補
欠２人以内の計５人以内で構成。登録、出場選手は
傷害保険に加入していること。
参加料 無料
申 込 ８月31日（木）
17：00までに、町営体育館備え付けの
申込用紙でお申込みください。

= 皆様の観戦をお待ちしております =
《８月》14日（月）… 町長旗争奪行政区対抗野球大会【町営野球場 ･ 鴬宿運動場】
19日（土）〜20日（日） … 北東北大学秋季２部リーグ戦【町営野球場】
22日（火） … よしゃれの里グラウンド ･ ゴルフ交流大会【運動公園内】
31日（木） … 岩手地区中学校駅伝競走大会【運動公園特設コース】
《９月》９日（土）〜10日（日）… 希望郷いわて国体 ･ いわて大会雫石町開催記念兼メモリアルカップハートオブワン
アーチェリー大会【町営陸上競技場】
10日（日） 第37回雫石町混合バレーボール中央大会【町営体育館】

【問い合わせ】 町営体育館（692‒5030）
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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… お知らせ掲示板

協賛懸賞クイズ「雫石の文化財」
【問題】 雫石町には、天然記念物に指定
【応募要項】はがき・FAX またはメールで①答え ②郵便
番号・住所 ③氏名 ( 当選時、本名掲載を希望しない場合
されている珍しいチョウが生息していま
ペンネームを併記 ) ④年齢 ⑤電話番号 ⑥今月号の感
す。日本では、岩手県、山形県、新潟県
想 ⑦今後取り上げてほしいテーマなど を記入し、８月
のごく一部にしか生息しておらず、はね
25日
（金）
（必着）までに生涯学習課「教育しずくいし」担
をひろげた大きさが約3.5 cm で、オレ
当あてに応募してください。
応募は１人１回限りとします。
ンジ色のとてもきれいなチョウです。
【住所】〒020‑0555 雫石町上曽根田114
このチョウの名前のうち、丸に当てはまる言葉は次のうち
【FAX】019‑692‑4183
どれでしょうか？ 「チョウセンアカ○○○」
【メール】shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp
（ア）アサリ （イ）シジミ （ウ）アゲハ
クイズの正解と当選者は９月号で紹介します。
【協賛懸賞品ご提供者】雫石スキー場（雫石町高倉温泉／TEL：019‑693‑1111）
https://www.princehotels.co.jp/ski/shizukuishi/

ご提供ありがとうございました！
正解者の中から抽選で、雫石銀河ロープウェーチケットを３名様に差し上げます。

第２回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）
「御所地区の歴史と伝説」
〈後半の部〉
日

時 ８月27日（日）
８時45分中央公民館前集合・出発
12時30分帰着予定
見学場所 ＊町マイクロバスで移動します。
鶯宿〔「鶯宿」の地名発祥伝説〕―切留〔旧沢内街道―鬼子
母神を祀る山祇神社―鶯宿杉―森林軌道遺跡―鹿妻穴堰の
水源涵養林〕―旧沢内村貝沢〔雫石・大森地蔵尊の姉「貝沢
地蔵」伝説〕―大村〔加賀助伝説（加賀滝、湯あみ長根）〕―
赤滝〔高藤堰の開削、信念の「規約書」〕
定 員 先着20人
参加料 200円（資料代・保険料含む）
申 込 ８月14日（月）〜８月21日（月）までに中央公民館へ
（692‑4181／受付：平日９：00〜17：15）

料理のレパートリーをさらに増やしましょう！

中央公民館料理教室「厨房レッスン」
今回は、
「中華丼」と「切干大根のオイスターソース炒め」
を作ります。
日 時 ９月20日（水） 10時〜13時
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 ９月８日（金）までに中央公民館へ
（692‑4181／受付：平日９：00〜17：15）
＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

体力測定会参加者募集！
体力に自信はありますか？健康で自分らしく暮らしてい
くためには自分の体力を知ることも大切です！
町では、20歳以上の町民の皆さんを対象に体力測定会を
開催します。ぜひご参加ください。
日 時 ９月６日
（水）18：00〜20：30
場 所 町営体育館
対 象 20歳以上の町内在住の方
参加料 無料
持ち物 室内シューズ、タオル、飲み物など
申 込 ９月１日
（金）
までに中央公民館へ
（692‑4181／受付：平日９：00〜17：15）

しずくいし混声合唱団

団員募集中！

40人ほどの団員が所属し、男声・女声に分かれてのパー
ト練習や合唱組曲などを歌っています。
歌の好きな皆さん、
野菊ホールのステージで一緒に歌いませんか？多くの方々
の参加を合唱団のみんなでお待ちしています。
練習日 毎週木曜日 19：00〜21：00
場 所 中央公民館 リハーサル室
曲 目 セーラー服と機関銃、昴、組曲「山に祈る」 など
年間のステージ予定 ６月：施設訪問 ７月：ふれあいコ
ンサート 11月：県婦人合唱祭、町民音楽祭 など
申 込 事務局 佐々木恵美子（692‑2485）

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３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。

乗馬厩（じょうばきゅう）

建設年：昭和11年
乗馬用や馬車引き用の馬を飼養し、１階は馬屋、２階は餌や寝床に敷くワラな
どの倉庫として使用していました。明治38年建設の旧乗馬厩の部材を利用して、
昭和11年に移転改築し、現在は倉庫として使用されていますが、移転改築後はあ
まり改造をしていないため、昭和初期の乗馬厩の形態を残しています。

広報●教育しずくいし●2017●8●No.149●

教育しずくいし149.indd 9

9

17/08/03 14:43

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29回 Ｋ編第17回〉

御明神夏まつり実行委員会
会長 谷地 富男さん

事務局長

平子田

由則さん

今年も開催が迫った御明神夏まつり実行委員会のお二人にお話をお伺いしました。
（Ｋ）もうすぐ御明神夏まつ
りが開催されますが苦労され
ていることはありますか。
（谷地富男さん：以下（谷））
やはり花火の寄付集めです
ね。御明神の行政区約700戸
から１戸1,000円以上ということで区長さんを通して出来る
だけ全戸から寄付をしていただくようお願いしています。あ
とは個人、企業、建設会社など町内外から約200件から寄付
をいただいてます。
（Ｋ）一カ所一カ所回られているんですか。
（谷）手分けして回っています。
（平子田由則さん：以下（平））寄付協力の御案内をし、その
後お電話して、必ず顔をだしてお願いしながらいただいてお
ります。
（Ｋ）今までと違った企画などはありますか？
（平）今は地域づくりの方々がボランティアで活動していた
だいています。今年は、夏まつりの第１部（昼の部）を地域
づくりで企画していただいています。かなり盛り上がってき
たかなと思っています。

昨年度の様子

ポスターを掲げる平子田事務局長、
谷地会長（左から）

（Ｋ）どのような企画ですか。
（谷）第１部として、とうろう作りと子供たちと一緒に流し
そうめんをやっていただきます。大人にはビアガーデンもあ
ります。流しそうめんとビアガーデンは今年初めてです。第
２部は夜の舟っこ流しと花火です。
（Ｋ）お祭りにかける想いを聞かせて下さい。
（谷）町からの負担金もいただいておりますが、来年は40回
にもなるのでなにか大きくやりたいなと思ってます。
（平）節目ですので、大きくやるとなると、今年の祭りが終
わったらすぐ来年のことも考えていかないとなりませんが、
これまでも地元の若い方が手伝ってくれて、寄付をもらうに
しても頭をさげて積極的にやっていただいています。
（Ｋ）町内の方にメッセージをお願いします。
（谷）町内の大きなイベントといえば御明神の花火、舟っこ
流しと自負しております。ぜひ皆さん来てください。
（平）御明神地区だけでなく雫石町の代表的な夏のイベント
だと思っていますし、地元の方の協力があってここまで長続
きしています。地元からどんどん広がっていって最近は近隣
市町の方も来ていただいて、寄付金にしても盛岡の人にも協
力していただいてます。もっと御明神地区以外の方にも見に
来ていただければと思います。

第39回御明神夏まつり
日 時 ８月16日
（水）
【第１部】（地域づくり会議御明神夏まつり盛り上げ隊主
催）
9：30〜10：00 レインボー健康体操
10：00〜11：00 とうろう作り
11：00〜13：00 流しそうめん・ビアガーデン
【第２部】（御明神夏まつり実行委員会主催）
13：00〜
舟っこ魂入れ
18：00〜
盆踊り大会
18：30〜
開会行事
19：50〜
舟っこ流し
20：00〜
花火大会
場 所 御明神公民館駐車場・御明神大橋河川敷
問合せ 御明神公民館（692‑3228）

とうろう作り

舟っこ流し

あとがき
今年も雫石町の子どもたちと富士市に行ってきました！交流
のきっかけは悲しい事故ですが、交流事業につながっていると
いうことは、素敵なことだな〜と感じます。子どもたちは、な
かなかできない貴重な経験して帰ってきました。来年は富士市
の子どもたちに雫石町でたくさんの思い出を作ってほしいです。
（Ｋ）

夏と言えば、御明神地区出身の私にとっては御明神夏まつり！
小学生の時は、とうろう作り＆流しにも参加し、盆踊りや屋台
を楽しんでいました。成人した現在は花火を見ながら BBQ を
楽しんでいます。どの世代にも楽しみがある御明神夏まつり、
今年は初の２部制ということで楽しみが広がりますね！ （N）
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