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　９月30日（土）に親子読書のつどいが開催され、七ツ
森小学校２年米倉ゆずさん（左）と上路愛子さん（右）
がおすすめの本を紹介してくれました。詳細について
は、４ページに掲載しています。

おすすめの本
☆「あしたのてんきは はれ？ くもり？ あめ ?」
　野坂勇作/作　根本順吉/監修（発行：福音館書店）
☆「ふたりはともだち」
アーノルド・ローベル/作　三木卓/訳（発行：文化
出版局）

本の楽しさを伝え合おう！本の楽しさを伝え合おう！
第11回雫石町親子読書のつどい第11回雫石町親子読書のつどい

スマホより　夢がひろがる　本の世界 （齋藤　穂さん　七ツ森小 4年）
平平成成2828年年度メディア標語コンクール　入選作品　…学校名・学年度メディア標語コンクール　入選作品　…学校名・学年はは2828年度年度当時のものです当時のものです

２冊とも図書館で
借りられるよ！
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　秋晴れの空の下、雫石・御所小学校および下長山スポーツ少年
団から29人の児童が参加し、御所小学校相撲場で町民相撲大会が
開催されました。
　雫石小Ａ・Ｂ、御所小Ａ・Ｂの計４チームが参加した団体の部
では、御所小Ａチームが全勝優勝を果たしました。個人の部は、
学年ごとの総当たり戦で、複数選手の勝ち星が並び巴戦が行われ
るなど、白熱した取組に歓声が上がりました。
　６年の部で優勝した倉橋悠斗さんは、「最初の取組で負けそう
になったけど、（時間制限により）取り直しになり、（組み直した
結果）勝てて良かった。３連覇できて良かった。」と、接戦を制
した取組を振り返りながら、優勝の喜びを語ってくれました。

〔9月9日〕 団体の部・御所小学校Ａチーム優勝！個人の部・倉橋選手が３連覇を達成！町民相撲大会

　自転車ツーリングイベント「GREAT EARTH第５回記念大会　みちのく岩
手雫石銀河ライドー母ちゃんのもちっこ食べさいぐべ！ー」が開催され、ロン
グコース（100 km）の部・ショートコース（70 km）の部に県内外から合わせ
て約400人が参加しました。
　参加者は町内に設けられた自然豊かな特設コースを走り、さわやかな秋空の
下、完走を目指しました。また、町内５ヶ所に設置された休憩所では、参加者
に牛丼やおもち、フルーツなどの地場産品が振る舞われ、雫石の味や景色を楽
しんでいました。

　永年にわたり、民俗芸能の保存伝承に貢献された団体・個人に贈られる岩手県民俗
芸能団体協議会表彰者に、あやつり人形芝居保存会の（故）山本長一さん（平成28年
２月逝去）が選ばれ、７月29日に同協議会総会で表彰を受けた報告のため、妻の山本
キミさんと娘の梅村優子さんが吉川健次教育長を訪問しました。長一さんは、幼少よ
り人形芝居座の座長であった父の芸に親しみ、昭和28年から本格的に保存会活動を開
始し、51年間という長きにわたり、意欲的な活動を展開しました。キミさんと優子さ
んは、保存伝承活動に熱心に取り組んでいた生前の長一さんの様子について語りなが
ら、表彰を受けたことにより、改めてその功績について実感できたと受賞の喜びを報
告しました。

　東京なかの国際ダンスコンペティション決戦が、８月21日、東京都中野区なかのZERO
ホールで開催され、雫石ダンススタジオ教師の久慈恵里奈さんが「創作部門第１位」、「第
１位なかの洋舞連盟賞」、「中野区長賞」など、数々の賞を受賞し、その報告のため９月15
日に吉川健次教育長を訪問しました。
　この大会は、舞踊の可能性、新星の発掘、ダンスの発展と大衆化を図ることを目的に
1999年から始まり、海外は主にアジア諸国から、国内では30都道府県から参加者が集います。
　久慈さんが振り付けを行い、出演した受賞作「この土の下」は、自身が被爆地を訪れた
際に感じた“戦争犠牲者の上に、今自分たちが生きている”という重いテーマを見事に表
現していることが高い評価を受け、受賞の運びとなりました。

　宮沢賢治学会イーハトーブセンター第28回定期大会が９月22日、花巻市定住交流セン
ターで開催され、雫石と宮澤賢治を語る会が第２回宮沢賢治学会イーハトーブセンター
功労賞を受賞しました。この表彰は、多年にわたり宮沢賢治作品の普及や研究活動を重
ねてきた個人・団体に贈られるもので、同会が作品の鑑賞や追体験を試み、小中学校の
児童生徒並びに一般町民を対象に作品紹介および賢治精神の普及活動を行ったとして、
受賞の運びとなりました。９月25日に同会会長の小川浩彦さん、事務局長の関敬一さん
が吉川健次教育長を訪問し、受賞の喜びを報告しました。

〔9月10日〕 GREAT EARTH第5回記念大会　みちのく岩手雫石銀河ライド開催！

〔9月20日〕 あやつり人形芝居保存会の（故）山本長一さんが受賞 岩手県民俗芸能団体協議会表彰

左から梅村優子さん、山本キミさん、
吉川教育長

〔9月15日〕 久慈恵里奈さん「東京なかの国際ダンスコンペティション 決戦」創作部門第１位！

〔9月25日〕雫石と宮澤賢治を語る会 第2回宮沢賢治学会イーハトーブセンター功労賞受賞！

団体の部優勝　御所小学校Ａチーム

３連覇した倉橋悠斗さん（御所小学校）

左から久慈恵里奈さん、吉川教育長

左から関敬一さん、小川浩彦さん、
吉川教育長
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【問い合わせ】　学校教育課（692‒6412）

しずくいしの教育

特 集
　雫石町の小中学校は、学校内の給食室で調理したものを提供する「自校式学校給食」を実施しています。県内でも給食セン
ター化が進むなか、自校式学校給食は作り手の顔が見え、温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま食べることができ、
児童生徒だけでなく、町外から異動されてきた先生方にも好評です。
　学校給食は成長期にある児童生徒に栄養バランスのよい食事を提供し、適切な栄養摂取による健康の保持増進を図ることを
目的とし、必要な栄養量を満たすとともに、望ましい食習慣のお手本となるように献立が作成されています。また、各小中学
校において子どもたちが食生活に関する正しい知識を身に着けられるよう食に関する指導を行っています。
　学校でも給食や食に関する指導等を通じて食育を推進していきますが、ぜひご家庭でも「早寝・早起き・朝ごはん」の生活
リズムをつくり、家族や仲間との食事を楽しんでください。

　当日の朝に納品された食材を学校の給
食室で調理します。

 雫石小学校  
　おはしを上手に使える「おはし名人」になるため、
はしの使い方や正しい持ち方について学びました。は
しを使う練習ではスポンジや豆などをつまんだり、紙
コップに移したりしました。給食時間には指導と関連
させ、玉子焼きを切ったり、うどんをすくったり、の
りを巻いたりする練習もしました。

ランチルームのある小学校では全校児童が同じ場所で給食を食べています。

学校給食と食育活動の様子

【給食時間】

【食育の日献立】

町内産の食材をたくさん使用した献立

【給食室の様子】

【食に関する指導】

　毎月19日は食育の日です。学校給食では町内産の食材を使
用した献立や、郷土料理などを提供していて、和洋折衷いろ
いろな献立が登場します。

● お願い ●
　学校給食の食材は、保護者の皆さまに負担いた
だいている給食費でまかなわれています（光熱水
費等は保護者負担額に含まれていません）。安定
した給食提供ができるよう、給食費の期限内の納
付にご理解とご協力をお願いします。

 雫石小学校  
・麦ごはん　
・牛乳　
・ビビンバ丼の具
・雫石米粉タンメン
・ミルメークムース

 雫石中学校  
・ピラフ　
・牛乳　
・ 白身魚の香草パン
粉焼き
・野菜ソテー
・ラビオリスープ
・オレンジ

雫石中学校 西根小学校での給食の様子
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『子どもをぐんぐん伸ばすいい言葉』
 齋藤卓也／著（アントレックス）

　雫石小学校・齋藤卓也校長の
２作目の著書です。
　齋藤先生は、コミュニケー
ションの基本は相手の状況をど
のように受信し、発信するか、
その繰り返しにあると説き、日
常で交わされる言葉のキャッチ
ボールの大切さを説明していま
す。
　ぜひ、図書館でご覧ください。

【開館時間】 ９：00～17：00
　　　　　 （水・金曜日は18：00まで）
【10･11月の図書館休館日】
　毎週月曜日

　芸術、旅行、スポーツに関する本を企画展示してい
ます。
【期間】10月31日（火）まで
【場所】図書館企画展コーナー

企画展示「秋を愉しむ」

しずくいしおはなし会
日 10月28日（土）11：00～11：30　場 町立図書館
★「おおきなかぼちゃ」エリカ・シルバーマン/作ほか
　４月から第２、４土曜日の月２回開催しています。
　11月は11日（土）14：00～14：30、
　　　　25日（土）11：00～11：30です。

たんぽぽおはなし会
日 10月19日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
えほんの読み聞かせ、紙芝居、工作など。
内容については当日来てからのおたのしみ♪

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 11月６日（月）10：30～11：00　場 健康センター

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

お知らせ（図書館の利用について）

聞いて楽しいおはなし会

読書がもっと好きになる！ 第11回親子読書のつどい開催

【最優秀賞】
低学年の部　天川　芽依（御明神小１年）
中学年の部　上野　星奈（雫石小３年）
高学年の部　柿木　唯那（下長山小６年）
中学校の部　榊原　乃愛（雫石中２年）

　９月30日（土）、町の教育振興運動で取り組んでいる「読書大好き雫石っ子」を推進するため、「本の楽しさを伝えあおう」
をテーマに、第11回雫石町親子読書のつどいが中央公民館で開催されました。

平成29年度青少年読書感想文雫石町コンクール表彰者紹介（敬称略）
【優秀賞】
低学年の部　上川原嘉一（雫石小２年）
　　　　　　菅原　ノア（御所小２年）
中学年の部　堀　　藍菜（七ツ森小４年）
高学年の部　大坊　花凛（雫石小５年）
中学校の部　佐藤　毬心（雫石中１年）

　ふれあい広場では、児童書などを持ち帰ることのできる「本のリサイクル市」や「我が家おすすめ一冊展」も開催され、
本の楽しさを満喫できる一日となりました。我が家おすすめの一冊展は10月31日（火）まで開催しています。
　閉会後には、青少年読書感想文雫石町コンクール表彰式が行われました。

■読み聞かせおはなし会
　幼児から小学校高学年まで、年齢
に合わせた読み聞かせおはなし会が
行われました。

■スペシャルおはなし会
　「読み聞かせサイエンスショー」
としてシャボン玉を使った理科の実
験を行い、会場をわかせました。

■雫石の昔がたり
　雫石・語りっこの会のみなさんに
心温まる昔ばなしを語っていただき
ました。

■オープニングセレモニー
　七ツ森小学校２年生の米倉ゆずさんと上路愛子さんがおすすめの本を紹介し、新しい発見や本を読むことの楽しさなど
を参加者のみなさんに伝えてくれました。
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第７回 「ラットプルダウン（バック・フロント）」編

◎第52回雫石町壮年男子ソフトボール大会《９月10日：鴬宿運動場》
【優　勝】八区行政区　【準優勝】晴山行政区　【第３位】鴬宿行政区／高前田一行政区
◎第４回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《９月10日：旧南畑小学校グラウンド》
【優　勝】むすめん　【準優勝】御明神体育会　【第３位】七ツ森・丸谷地

◎雫石町民相撲大会《９月９日：御所小学校相撲場》
優　勝 準優勝 第３位

団体の部 御所小学校Ａ 雫石小学校Ａ 御所小学校Ｂ

３年以下の部 内舘大翔（雫石小） 鈴木楓芽（雫石小） 熊谷　翔（雫石小）

４年の部 川崎煌成（御所小） 工藤悠人（御所小） 古川俊介（御所小）

５年の部 伊藤瑠喜（下長山ス
ポーツ少年団） 澁田陽樹（御所小） 千葉玲惺（雫石小）

６年の部 倉橋悠斗（御所小） 小田和成（下長山ス
ポーツ少年団） 上山聖斗（御所小）

女子の部 上山愛梨（御所小）

【問い合わせ】　町営体育館（692‒5030）

皆さまの観戦をお待ちしております！　町内で行われる各種スポーツ大会ご案内

日　程 大会名 場　所

10月
14日（土）～15日（日） 岩手県高校新人大会アーチェリー競技 町営陸上競技場
14日（土）～16日（月） 岩手県高校新人大会ソフトボール競技 鴬宿運動場

11月
４日（土） 第70回全日本高校バレーボール選手権大会岩手県予選 町営体育館
５日（日） 岩手県一輪車協会岩手県大会 町営体育館
11日（土）～12日（日） 第31回東北高校アーチェリー選抜大会 町営体育館

　上半身を鍛えるトレーニング器具の紹介です。この器具で鍛えられる主な筋力は、上半身の広背筋（背部の筋肉のうち、
下方に三角形をなす筋肉）、大胸筋（前胸部の最も広く、大きい筋肉）、三角筋（肩関節を覆う厚い筋肉）です。

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。

 POINT 　ケガの原因にもなりますので、反動は付けずにトレーニングをしてください。
リズムの基本は、１・２で引き、１・２・３・４で戻します。

①ウェイトをセットし、座席シートを
調整します。その後シートに座り、
バーを両手で持ち、肘が伸びきる位置
にバーの高さを調整します。

②バックは、両肘を伸ばした体勢から
後頭部側に引き下げます。

③フロントは、バック同様に両肘を伸
ばした体勢から、顔と胸の前を通過し
腰の前辺りまで引き下げます。
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教育委員会定例会リポート/御明神・橋場小学校の児童が町総合防災訓練に参加教育委員会定例会リポート/御明神・橋場小学校の児童が町総合防災訓練に参加教育行政・学校のページ

― 9月定例会　議案編　以下の案件が可決されました ―
１．雫石町教育委員会委員長の選任について　　　上野宏委員長が再任されました。
２．委員長職務代理者の指定について　　　　　　上田武夫委員長職務代理者が再任されました。
３．雫石高校将来ビジョン策定委員会設置要綱の制定に関し議決を求めることについて

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）

教育委員会定例会リポート教育委員会定例会リポート（（８８・・９９月）月）

　８月の定例会では、総合運動公園等施設管理運営協議会の設置、統合小学校校歌の作成状況、雫石高校将来ビ
ジョンの概要、学校施設のAEDの設置状況、上和野馬頭観世音堂の管理方法、ノーゲームデーの達成状況、敬
老会への各小学校の対応についてなどが話し合われました。

― 8月定例会　質疑応答編 ―

御明神小学校と橋場小学校の児童が町総合防災訓練に参加しました
　９月３日（日）、御明神地区を会場に行われた総合防災訓練に、御明神小学校と橋場小学校の児童が参加しました。
　児童は避難訓練として学校から総合運動公園へ移動し、炊き出し訓練や倒壊建物からの救出訓練、防災ヘリに
よる救出訓練を見学しました。また、給水訓練や煙体験訓練、バケツリレー消火訓練など、様々な訓練を実際に
体験しました。訓練の最後には保護者のみなさんのご協力のもと、引き渡し訓練も行うことができました。
　訓練終了後、橋場小学校では盛岡気象台から講師を招き、「地震・大雨にそなえよう」と題した防災学習を実
施しました。
　今回の防災訓練を通じて、両校の児童・関係者のみなさんが防災意識の向上に努めることができました。

倒壊建物からの救出訓練の見学 防災ヘリによる救出訓練の見学

引き渡し訓練 橋場小学校での防災学習
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　雫石小学校

　本校では、143年の歴史ある学校としての伝統を継承
しながら、地域の一員として新しい文化を創造していく
活動に取り組んでいます。総合的な学習の時間では、「ふ
るさと雫石学習」として学年に応じたテーマを設定して
学習しています。これまで行われた地域での活動を紹介
します。
　６月上旬に「地域清掃活動」が行われました。日頃か
ら見守り活動でお世話になっている行政区やスクール
ガードの皆様、保護者と一緒に地域を清掃しました。よ
しゃれ通りや雫石駅、アルペン公園を学年で分担し、地
域の人たちと会話を楽しみながらの清掃となりました。

がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

－本人（○）と先生（◆）からのコメント－子どもたちの力作を紹介します

１年　若
わかまつ

松　優
ゆ づ き

月さん
「きれいに　さいた」

○２色のパッセルで花びらの色ぬりを工
夫しました。上手にできてうれしいです。

◆２色のパッセルを上手に使って、朝顔
の色を美しく仕上げることができまし
た。２人の子どもが朝顔を見上げている
のもすてきですね。

３年　青
あおやま

山　流
りゅう

さん
「ぼくと、あま～いすいか」

○色づくりをがんばりました。たとえば
スイカの色は絵の具を混ぜて、いろいろ
な種類の赤をつくってぬりました。水の
量や筆の動かし方にも気をつけました。

◆スイカの瑞々しく、食べ頃に熟れてい
る様子、それを嬉しそうにほおばろうと
している瞬間を、水彩で描くよさを生か
しています。

５年　舘
たてさわ

澤　花
は な

奈さん
「いろんな心がくわわって」

○いろいろな気持ちを表現しました。気
持ちに合う色や模様を考えたり、工夫し
たりするのが楽しかったです。

◆気持ちに合わせて色や模様を変えてい
るだけでなく、絵の具、クレヨン、クー
ピーを使い分けているところも、とても
工夫されています。

　８月には、「交通安全パレード」が行われました。雫
石小学校伝統の鼓笛隊がよしゃれ通りを行進し、地域の
みなさんと一緒に交通安全を訴えました。
　９月には地域の相撲大会に参加しています。２年生以
上の希望者30人が放課後練習を行い、大会を盛り上げま
した。ちびっ子力士の奮闘を披露しています。
　今後も郷土理解学習や伝統の継承活動を通して、地域
と共に歩む学校づくり、地域に貢献できる学校づくりを
推進していきます。今後ともご協力をお願いします。地域清掃

交通安全パレード

三社座神社相撲大会

本本本本本本　　本本本校では、143年の歴史ある学校としての伝統を継承
しながら、地域の一員として新しい文化を創造していく

伝統と創造のある学校伝統と創造のある学校～～地域での活動を通して地域での活動を通してシリーズ「輝」シリーズ「輝」
№148№148 副校長　佐々木　哲
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　昨年10月の希望郷いわて国体・希望郷いわて大会で、アーチェリー競技が雫石町で開催されたことを記念する
「メモリアルカップハートオブワンアーチェリー大会」が、９月９日（土）、10日（日）に町総合運動公園陸上競技
場で開催されました。
　この大会は、老若男女、障がい者も一緒に競技する大会で、公認競技のほか、一般の方も無料で参加できる体
験コーナーや交流競技も行われまし
た。
　公認競技には、東京都をはじめ県
内外から30人が参加し、一時強い雨
に見舞われましたが、選手たちは日
頃の練習の成果を十分に発揮しまし
た。 公認競技の様子 アーチェリー体験

希望郷いわて国体・希望郷いわて大会雫石町開催記念アーチェリー大会が開催されました！

雫中生大活躍！ 各種スポーツ大会結果報告 （敬称略）

◎第54回岩手県中学校学年別中央ブロック水泳競技大会　９月２日（土）
【男子】〈３年〉200ｍ個人メドレー　第３位　村上和真
【女子】〈１年〉200ｍ個人メドレー　第３位　金野菜那
　　　 〈２年〉200ｍ個人メドレー　第２位　山本ひより
　　　 〈３年〉100ｍ平泳ぎ　　　　第３位　伊藤結衣

◎第39回ジュニア選抜陸上競技大会　９月３日（日）
【男子】Ａクラス3000ｍ　第３位　横欠秀斗
　　　 Ｂクラス1500ｍ　第１位　若林夢希　ジュニアオリンピック出場
　　　 ＡＢＣクラスジャベリックスロー　第１位　村田憲翔　ジュニアオリンピック出場
【女子】Ｂクラス100ｍハードル　第３位　澤田夏芽
※第48回ジュニアオリンピック陸上競技会は10月27日～29日まで横浜市で開催されます。

◎第32回岩手県中学校駅伝競走大会　９月29日（金）
【男子】準優勝　（横欠秀斗、下又奎人、吉田悠二、高橋優斗、石田佑麻、若林夢希）東北大会出場
【女子】第10位　（鈴木莉那、佐々木優月、宮林沙羅、鷲津永子、川村碧）

◎岩手地区中学校新人大会結果（県大会出場分）９月16日（土）～17日（日）
【団体種目】
★バスケットボール　【男子】優勝　【女子】優勝
★ソフトボール　優勝
★バレーボール　【男子】準優勝　【女子】優勝
★バドミントン　【男子】準優勝　【女子】優勝

★卓球　【女子】準優勝
★ソフトテニス　【女子】準優勝
★柔道　【男子】優勝

【個人種目】
☆ソフトテニス
【女子】優勝　小田結莉菜・高橋　楓
☆卓球
【男子】優勝　櫻田拓海
【女子】ベスト８　岩持青空、佐々木優菜
☆バドミントン
【男子】（ダブルス）　 優勝　　中村亮翔・川代　詩
【女子】（シングルス）準優勝　白石こころ
　　　 （ダブルス）　 優勝　　高橋春和・中原菜々香
　　　　　　　　　　準優勝　高橋実里・林尻かなみ

☆柔道
【男子】（50 kg 級） 優勝　　武田莉空
　　　 （66 kg 級） 優勝　　須藤　翼
　　 　（81 kg 級） 準優勝　川崎智慶
　　　 （90 kg 級） 優勝　　杉本　楓　　
　　　 　　　　　 準優勝　山本眞空
【女子】（44 kg 以下級）横田瑠流

　予選敗退（県大会オープン参加）
☆新体操競技　
【女子】総合優勝　高見唯稟

ジュニアオリンピック出場
ジュニアオリンピック出場

東北大会出場
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　「巻き寿司」と「大根餅」を作ります。
 日　時 　11月15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 　11月８日（水）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。

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」

　平成28年度からスタートした中央公民館吹奏楽教室受講
生による初めての発表会です。
 日　時 　10月21日（土）
　　　 　18：30開演（18：00開場）
 場　所 　中央公民館　野菊ホール
 演奏曲目 　 ブリリアントマーチ、スタジオジブリ名曲集、

南部蝉しぐれ　ほか
 入場料 　 無料　※ただし入場整理券が必要です。無料託

児室あり。
 入場整理券配布場所 　中央公民館・各地区公民館
 問合せ 　 中央公民館（692-4181／受付：平日９：00～

17：15）

第１回雫石町吹奏楽教室発表会
～１人では絶対出せない音がある～

 期　日 　11月19日（日）
 場　所 　町営陸上競技場（開閉会式は町営体育館）
 チーム編成および区間 
　　一般男子（高校生も含む）　 3.7 km×４人
　　一般女子（高校生も含む）　 3.7 km×３人
　　中学校男子の部　　　　　　3.7 km×３人
　　中学校女子の部　　　　　　3.7 km×３人
　　小学校の部（男女問わない）1.2 km×４人
 申　込 　町営体育館備付の用紙に必要事項を記入のうえ、
10月14日（土）～27日（金）までにお申込みください。
 問合せ 　町営体育館（692-5030）　担当：吉田

仲間と一緒に１本のタスキをつなごう！
第43回雫石町内継走大会参加チーム募集！

 日　時 　11月７日（火）
　　　　 ８：15中央公民館集合 ･出発 ～17：30帰着
 見学場所 　＊町マイクロバスで移動します。
全国生産量の７割を占める浄法寺の「漆」の現状。古代仏
教の香り漂う「天台寺」と「寂聴記念館」。秀吉の天下統
一最後の合戦場「九戸城」など“二戸のお宝”を一挙探訪。
 定　員 　先着20人
 参加料 　2,500円（昼食、拝観・見学料、保険料含む）
 申　込 　 10月16日（月）から中央公民館で受付を開始しま

す。（692-4181／受付：平日９：00～17：15）

第２回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）
二戸地方の歴史探訪　 漆・天台寺と寂聴・九戸城 

 日　時 　11月10日（金）　10：00～12：00
 場　所 　中央公民館　幼児室
 講　師 　KOTOSE音読教室
 定　員 　先着10人
 受講料 　無料
 申　込 　11月２日（木）までに町立図書館へ
　　　　 （692-5959／受付：平日９：00～17：15）

音読講座 ～読み聞かせのコツ・間のとり方など～

　今年も町民の皆さんの芸術活動の成果を発表・展示し、
鑑賞の機会を提供する、年に１度の祭典を開催します。
◆作品展示
・町民作品展・菊花展
絵画・写真・書道・手工芸・華道・フラワーアレンジメ
ント　など

・特別作品展・小中学校巡回作品展
11月３日（金・祝）　９：00～17：00
11月４日（土）　　　９：00～17：00
11月５日（日）　　　９：00～16：00

◆舞台発表
11月３日（金・祝） 
　【午前の部】10：30～
　　筝曲・謡曲・大正琴・青空太鼓（雫石小）
　【午後の部】13：00～　
金管演奏（七ツ森小）・ピアノ・ギター・大正琴・洋舞

◆茶席（お茶とお菓子のおもてなし）
11月３日（金・祝）　10：00～15：00
11月５日（日）　　　10：00～15：00

第53回雫石町総合芸術祭

　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。

　旧耕耘部倉庫（きゅうこううんぶそうこ）　　建設年：明治38年
　飼料倉庫、乾燥庫として使用され、四階倉庫で精製したトウモロコシ粒などの
圧片、製粉作業などを行っていましたが、現在は倉庫として使用されています。
大正10年に四階倉庫の位置に合わせ移築し、二階を撤去、大型の機械類を設置し、
建物内にトロッコ軌道を引き込んでいます。小岩井農場に現存する歴史的建造物
の中でも古い例のひとつとして重要であり、また、近代建築黎明期における工法
の発達を示す例としても高い価値を示しています。

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５回）
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雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」　2017（平成29）年10月号　（10月12日発行）
編集・発行 　雫石町教育委員会（担当：生涯学習課）　〒020-0555　岩手県岩手郡雫石町上曽根田114番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 019-692-4181（直通）　E-mail:shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp

　今年の親子読書のつどいはシャボン玉を使った実験で、子ど
もたちも大喜び！私も大学の文化祭で、人が入れるくらいの大
きなシャボン玉作りをやりました。割れにくいシャボン玉を作
るべく、道具もシャボン液もすべて手作り。結果はギリギリ成
功…？（笑）調べながら、お家でいろいろ実験してみると面白
いですよ！（Ｋ）

　私の秋の思い出の一つが校内マラソン大会です。ご飯を食べ
過ぎて、横腹が痛くなったりと、いろいろ思い出がありますが、
一番印象に残っているのは、足の速くない私が一念発起して、
朝６時起きで練習を積み、３位入賞した年です。今年なんと、
そのトロフィーが実家に戻ってきました。姪っ子も３位入賞！
おめでとう！（N）

雫石町役場ホームページアドレス：http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 暮らしと行政 → 教育委員会  をクリック！

あとがき

聞いてきました！ シリーズ対談・編集担当「K」「K」の小部屋
〈通算第31回 Ｋ編第19回〉 
　ピティナ・ピアノコンペティション 連弾の部 全国決勝大会金賞を受賞した　ピティナ・ピアノコンペティション 連弾の部 全国決勝大会金賞を受賞した
　佐々木響子さん（雫石小６年）、佐々木絢子さん　佐々木響子さん（雫石小６年）、佐々木絢子さん

（Ｋ）ピアノを始めたきっか
けは何ですか？
（佐々木響子さん以下：（響））
もともとピアノが家にあった
ので自然とです。
（佐々木絢子さん以下：（絢））
娘が赤ちゃんの時に、ピアノ

（Ｋ）将来の目標はありますか？
（響）大学で音楽を研究する学科に進みたいです。英語がで
きないといけないので公文で英語を頑張っています。音楽以
外にも興味があるので、色々なことに挑戦したいです。
（Ｋ）３日に行われる芸術祭にも出演されますが、注目して
ほしいポイントなどありますか。
（絢）大会のときに弾いた「ポルカ・パーティー」という明
るく楽しい曲があって、それも弾こうと思っています。二人
で息を合わせて弾く連弾の楽しさが見ているみなさんに伝わ
ればいいと思います。
（Ｋ）町民の皆さんにメッセージをお願いします。
（響）これからも頑張っていくので学校でもみんなに応援し
てほしいです。
（絢）今回、１位ということで注目してもらっていますが、
賞に入らない時でも一生懸命やっていることに変わりはない
ですし、町内でも人知れず何かを一生懸命やってる人がいる
と思うので、私たちにもそういう方にも温かい目を向けてく
ださるとみなさんの励みになると思います。

でつかまり立ちをしていて、 盤でポロンと音が出るのを楽
しみに一生懸命やっていました。
（Ｋ）どんなことを意識して練習されていますか？
（絢）ピアノって指の動きが注目されますけど、出した音が
どうなってるかっていうのを毎回聞きながら、録音して聞き
返したりして、音を作るのが結構時間がかかりますね。
（響）私の場合は、指を動かすのが苦手で、頑張って動かす
ようにしてます。指と指の間が離れてぱらぱらっと動くよう
にしないと弾きたい曲も弾けないので。
（Ｋ）練習はどのくらいされるんですか？
（絢）ほとんど毎日です。ピアノ教室をやっているのでそれ
が終わってからだと、練習が21時スタートの時もありますね。
（響）運動会の後のへとへとの時でも練習します。次の日学
校がない冬休みや夏休みは、夜遅くになる時もあります。
（Ｋ）ピアノを弾く以外での練習法はありますか？
（響）スクイーズという柔らかいぷにぷにしたものがあるん
ですけど、押しながら指を動かす練習をします。タッチが良
くなるんです。
（絢）人に勧められてプロテインを飲むようになりました。
筋肉も必要なんですよ。ピアノっていうと優雅に見えますけ
ど、いろいろな面でスポーツに近いものがあると思います。
（Ｋ）今までで嬉しかったことなんですか？
（響）一番嬉しかったのは、やっぱり今年の全国決勝大会で
の金賞です。
（絢）いつも演奏を終えた段階で、ここがダメだったなとか
あるんですけど、今年は自分たちなりにベストに近いものが
出せたことが一番嬉しいです。

　本年度はのべ約４万5900組（予選～決勝計）が参加した世界最大規模のピアノコンクールである第41回ピティナ・ピアノコ
ンペティション全国決勝大会が８月18日に開催され、デュオ部門連弾中級Ａ（ペアのうち１人は中学３年生以下の参加区分）
で見事、最高賞である金賞に輝いたお二人にお話を伺いました。

 お知らせ 　雫石町総合芸術祭には町内の様々な方が出
展・出演しており、佐々木さん親子も３日の舞台発表に
出演します！詳細は９ページへ！

左から佐々木響子さん、絢子さん

昨年度の芸術祭出演の様子
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