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青空の下、元気な選手宣誓から始まる
第33回岩手山ろくファミリーマラソン

※写真は開会式で中
なかむら

村天
てんせい

星さんが選手宣誓を行っている様子
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　雨が心配された天候の中、第25回雫石中学校体育祭が「四輝 ～鮮やかに舞え　４
色の魂～」のスローガンのもと開催されました。今年も紅・黄・青・紫の４つの組団
に分かれ、全校が一丸となり、士気を高めながらダイナミックな競技と応援を繰り広
げました。生徒たちは、今回の体育祭活動の中で生徒力を高めること、団結力を高め
ること、見ている人を魅了することなどに取り組みました。今後も学校生活などで体
育祭で身に付けた力を発揮してくれることでしょう。保護者及び地域の方々のご声援、
ご協力ありがとうございました。

〔５月13日〕 「四輝　～鮮やかに舞え　４色の魂～」　雫石中学校体育祭

　雫石中学校家庭部は、自分たちが育てた野菜で加工品を作り、10月に開催さ
れる町産業まつりで販売することを目指し、野菜の栽培を始めました。校門前
の畑を借り、自分たちが植えたいと話し合ったキャベツ、ブロッコリー、さつ
まいも、かぼちゃなど数十種類の苗を植え、収穫を心待ちしながら、育ててい
ます。畑作りには町農業者トレーニングセンターの専門指導員、加工する際は
「食の伝承者養成講座」を受講している町民の方に指導助言をしていただき、
地域の方々と一緒になって取り組んでいます。部長の川

かわさき

崎未
み ゆ

柚さん（３年）は、
「加工品は、みんなで作ったことがあるスイートポテトを作ってみようという
話がでています。雫石のみなさんに食べてもらいたい。地域に根差した活動を
どんどんしたいと思うので、ボランティア活動などがあれば、お声掛けをお願
いします。」と、地域に関わる活動への意気込みを語ってくれました。

〔５月22日〕 地域とともに　雫石中家庭部の加工品販売への挑戦！

〔５月21日〕 全国からランナーが集結　第33回岩手山ろくファミリーマラソン
　北は北海道から南は愛媛県まで、町内204人を含む1,333人のランナーが
エントリーし、岩手山ろくファミリーマラソンが開催されました。晴天の
中、雫石高校郷土芸能委員会によるアトラクションが披露され、全国からの
参加者を歓迎しました。午前９時30分にハーフの部がスタートした後は、
10 km、４ km、３ km・家族ペアの部と分かれてランナーがスタート。若
葉色に染まり始めた自然豊かな町内の特設コースを走り抜け、完走後には、
雫石町特産の地鶏を使用した南部かしわ汁がランナーのみなさんへふるまわ
れました。

　４月に開校した御所小学校の校章が完成しました。旧南畑小学校、旧大村小学校、旧安庭
小学校の校章のシンボルであった「三つ葉・柏の葉・白梅」をそれぞれ組み合わせ、地域の
皆さんの想いが形となった校章です。新しい校章旗は御所小学校運動会において、高橋司校
長先生から杉

すぎさわ

澤直
な お き

輝児童会長へ渡され、堂々とした行進によって皆さんにお披露目となりま
した。刺繍入りの校旗については、学習発表会でお披露目となります。

御所小学校　新校章完成！

　御所地区の３校が統合し、御所小学校として初めての運動会が開催され
ました。
　なんとか天気も持ちこたえ、時折青空が見える中、髙

たかはし

橋司
つかさ

校長先生は「今
日はたくさんのお客様やお家の方々が、みなさんの頑張りを応援しにいら
しています。今日まで一生懸命練習してきたことを、最後まで全力を出し
ましょう。そしてお互いの頑張りを認め合いましょう。」とお話しされま
した。
　今年は「もえろ、御所っ子　心ひとつに　めざせ、初優勝！」のスロー
ガンのもと、赤組と白組が徒競走や玉入れなど各競技に力を尽くし、優勝
を目指しました。
　また、旧南畑小学校で約30年にわたり受け継がれてきた堰賛太鼓を、御
所小学校が引き継ぎ、５・６年生が演奏を披露しました。今回の運動会が
堰賛太鼓の新たなスタートとなりました。

〔５月28日〕 御所小学校　はじめての運動会！ 

御所小学校へ受け継がれた堰賛太鼓
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推進目標（平成29年度は４カ年推進計画の定着の検証（まとめ）の年度です）

具体的な取り組み
 １　町の共通課題への取り組み 
課題 1） 「情報メディアとの上手な付き合い方」に取り組みましょう！
　○　早寝・早起き、朝ご飯をしっかり食べるなど、生活リズムを整えましょう。
　○　睡眠時間や学習、読書の時間が確保できる生活をしましょう。
　○　雫石町の子どもは、「テレビ視聴＋ゲーム時間」は１日２時間以内が目標です。
　○　 町内全ての小学校・雫石中学校・雫石高校が一斉に「ノーゲームデー」を実施します！中学校のテスト期間に合わせ、

６月・11月にそれぞれ１日ずつ設定。この日は、ゲームをひかえますが、この日だけ我慢するのではなく、より良い生
活をおくるためのきっかけにしましょう。

　〇　小学生を対象に「メディア標語コンクール」を実施します。
課題 2） 「読書大好き雫石っ子」に取り組みましょう！
　○　家読10への取り組み。家族みんなで１日10分間以上読書をしましょう。
　○　親子読書カード「我が家のおすすめの一冊」に取り組みましょう。
　○　第11回雫石町親子読書のつどい・・９月30日（土）に開催

　年齢別の読み聞かせや、スペシャルゲストによるお話し会、昔語りや「我が家のおす
すめの一冊」展を行います。

 ２　子育て講演会・・・各実践区ごとに開催 
　○　地域で子育てについて共に考え、学ぶ場の創出を目指します。
 ３　実践交流会・・・12月２日（土）に開催 
　○　 町民の皆さんが一堂に会して子どもの健やかな成長を考え、確かめ合う場です。メディア標語の表彰、講演会（情報メディ

アと子どもの健やかな成長）、上長山小学校実践区､ 御明神小学校実践区による発表を予定しています。

本の楽しさを伝えあおう！“親子読書のつどい”
馬頭琴の演奏にのせた読み聞かせ「スーホの白い馬」

“教育振興運動実践交流会”
東京大学野球部監督による講演

スローガン
　　　　考えよう！情報メディアとの付き合い方
　　　　取り組もう！家族一緒に読書や勉強

教育振興運動は、一緒に子ども達とかかわっていく実践活動です。
《かしこく・やさしく・たくましい》雫石っ子をみんなで育てるために、積極的に運動に参加しましょう！

【教育振興運動に関する問い合わせ】生涯学習課（692‒4181）

今年度は、上記に掲げたスローガンをもとに、町民みんなで真剣に考え、一緒に取り組んでいきましょう。

１　町の共通課題である「情報メディアとの上手な付き合い方」と「読書大好き雫石っ子」の推進に取り組む
２　研修会等に積極的参加し、運動への理解を深め、活動を盛り上げる
３　５者（子ども・親・教師（学校）・地域・行政）による推進委員会を開催し、共通の意識づくりを行う
４　各実践区で特色ある取り組みを展開するとともに、課題に即した内容で子育て講演会を開催する
５　実践交流会を開催し、取り組みや成果・課題を交流する

《昨年度の様子》
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『熊が人を襲うとき』
米
ま い た

田　一
かずひこ

彦／著（つり人社）
　ツキノワグマにたずさわるこ
と46年の著者が放つ、熊と人間
の共存の書。
　山菜採り、登山、渓流釣りな
どで、熊と遭遇した時にどのよ
うに対処すればいいのかを、実
際に起きた熊と人との事故を中
心に研究した一冊です。
　雫石で起きた事故の事例も掲
載されていますので、ぜひ図書
館でご一読を。

【開館時間】 9：00～17：00
　　　　　 （水・金曜日は18：00まで）
【６・７月の図書館休館日】
　毎週月曜日（ただし、７月17日は祝日開館とし、18
日を休館とします。）

エコ生活をテーマに企画展を開催します。
【期間】６月１日（木）～６月25日（日）

しずくいしおはなし会
日 ６月24日（土）11：00～11：30　場 町立図書館
★「せかいのはてってどこですか」

アルビン・トゥレッセルト/作
※４月から第２、第４土曜日の月２回開催しています。
　　７月は８日（土）14：00～14：30、
　　　　　22日（土）11：00～11：30です。

たんぽぽおはなし会
日 ６月15日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
★えほん「１こ　２ほん　３びき」
★紙芝居「わにわにのおふろ」
★工　作「ケロケロがえる」　　　　　ほか

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ７月３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

新・教育相談員、新・社会教育指導員をご紹介します。

６月は「環境月間」
企画展「環境を考える～エコな生活を私から～」

　３月末に橋場小学校を定年退職し、４月から雫石町教育委員会で教育相談員としてお世話に
なっています。
　私は、適応指導教室「どんぐり広場」の担当となり、勤労青少年ホーム内で児童生徒の学習や
生活の支援を行うことが主な仕事です。子ども達が計画した学習や運動、興味・関心に合わせた
体験活動等への取り組みを、見守り寄り添ったり、次なる活動を勧めたりといった支援を行いま
す。初めての環境で模索しながらの毎日ですが、活動意欲の喚起や維持につながるような声がけ

や雰囲気づくりを心がけていきたいと思います。子どもたちが、近い将来進学し、やがて社会に出て行くことを考えると、
重責に身が引き締まる思いです。
　他には、町内各小・中学校を訪問し、学校生活になじめない子ども達の様子について情報交換し早期に支援する体制を
整えることや、保護者の方の子育ての悩みやなじめないお子さんを抱えての悩みなどについても、お話を伺い解決に向け
て一緒に考えていくことなども行っております。気になっている事やお困りのことなどがありましたら、遠慮なくご相談
ください。 【相談・問い合わせ】692-6412（学校教育課直通）

　私の初任地が西根小学校で、昨年の３月に下長山小学校で定年退職いたしました。人情の豊か
さと自然の美しさが抜群の雫石の地で、教員としての人生をスタートして、大好きになった思い
出いっぱいの雫石で締めくくることができて、幸せだったと心から感謝いたしておりました。そ
して、ご縁があったのでしょうか、今年度から社会教育指導員としてお世話になっております。
何と、かわいい教え子と一緒の職場になり、時々 40年前にタイムスリップいたします。
　担当するのは、主に教育振興運動の推進です。この運動は、子ども・親・教師（学校）・地域・
行政の５者が一体となり、それぞれの役割を果たしながら相互に連携して地域の教育課題の解決に取り組みます。自主的
に解決しようとする実践力が重要になります。各実践区の「５者会議」や「子育て講演会」等には、一緒に参加させてい
ただく予定です。大切な雫石っ子の健やかな成長のために、地域で子どもを育む運動を町民の皆様と一緒に頑張りたいと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。

新・教育相談員　石
いしはら

原文
ふ み こ

子さん　ごあいさつ

新・社会教育指導員　宮
みやざき

崎典
の り こ

子さん　ごあいさつ
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第３回 「レッグエクステンション」編

　スポーツを通じて、生涯健康で心豊かに暮らせるまちを目指し、雫石町スポーツ推進計画を策定しました。
　この計画は、本町のスポーツを取り巻く環境の変化や国の動向等を踏まえながら、「スポーツを通じて幸福で
豊かな生活を営むことは、町民の権利である」という認識の下に、今後のスポーツ施策を総合的かつ計画的に推
進するため、策定したものです。
　計画の期間は、平成29年度から平成35年度までの７年で、今後は、雫石町スポーツ推進審議会において、計画
の進行状況及び指標の達成状況などについて評価や改善の提案を受けながら計画を推進していきます。

　５月３日（水・祝）、五月晴れの下、雫石町営野球場で開幕式を行いました。
　昨シーズン来の各チームの顔合わせとあって、選手たちは、今シーズン
のチーム状況や抱負などを談笑し和気あいあいとした雰囲気でしたが、入
場通告が行われた瞬間に表情は一変。引き締まった表情と足取りで、参加
13チームが堂々と行進を行い、その後、シズクラ40（フォーティー）チー
ムの上

うえむら

村佳
よしくに

邦選手が力強く選手宣誓を行いました。
　この早起き野球は８月上旬までの３カ月、町内各グラウンドで毎週土曜
日と日曜日を中心に午前５時から午前７時まで試合が行われています。
　各チームの目標は、上位入賞を果たし岩手県大会への出場‼
　好プレー飛び出す試合をぜひご覧ください。

　両脚の筋力トレーニングに適した器具で、太ももの前側（大腿四頭筋）を鍛える器具です。

 動作中、上体を後方へ傾けたりねじったりしないこと。また、反動など勢いを
つけないでトレーニングしてください。
呼吸は、パッドを持ち上げる時に息を吸い、戻す時に息を吐きます。

POINT

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。

早起き野球大会　開幕式

雫石町スポーツ推進計画を策定しました

① ウエイトをセットした後、台上に座り足首
をパッドにセットして両手でグリップを握
ります。

② 上体を安定させて、膝が伸びきるまでパッ
ドを持ち上げます。
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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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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13回）教育行政・学校のページ

― 5月定例会　議案編  ―
１．社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて
２．公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて
３．西山地区統合小学校校名募集要項の制定に関し議決を求めることについて
４．西山地区統合小学校校名選考要領の制定に関し議決を求めることについて
　以上の案件が可決されました。

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）

　４月の定例会では、教員住宅の使用状況、教育委員会職員と消防団員との兼職の取り扱い、雫石高校給食（副
食）提供事業費補助金の状況、スポ少の活動時間と家庭学習時間との関係についてなどが話し合われました。

５月23日　第７回準備委員会　御明神公民館にて開催（委員20人中18人出席）
・ 統合に係る協議結果報告書の内容、校名の決定、今後のスケジュールの確認、閉校記念事業などについて協議
しました。

・ 校名について、御明神小学校と橋場小学校の統合により誕生する「新小学校」にふさわしい校名を制定するた
め、募集したところ、32件の応募があり、これをもとに準備委員会で協議し「御明神小学校」に選定しました。
校名決定の手続きについては６月21日（水）の総合教育会議にて町長と協議、教育委員会６月定例会にて議決さ
れる予定です。

・校歌の歌詞及び校章は、町民から募集をすることに決定しました。

５月10日　第９回準備委員会　西山公民館にて開催（34人中30人出席）
・ 統合に係る協議結果報告書の内容、専門部会の設置、今後のスケジュールの確認、校名の決定方法、閉校記念
事業などについて協議しました。また、校名については西山地区在住の人から募集することとしました。

■次回は、６月13日に準備委員会を開催し、校名の決定などについて協議する予定です。

御明神地区

西山地区

教育委員会定例会リポート（４・５月）
― 4月定例会　質疑応答編 ―

　御明神地区準備委員会では、児童、地域、学校とで共に創り上げていく想いを歌詞や校章に取り入れ、永く親しまれ
る校歌及び校章にしたいと考えています。
 応募資格 　雫石町在住及び町内に通勤・通学する人、本町出身の人
 応募期限 　 ７月７日（金）午後５時まで
 応募方法 　 世帯配布している募集用紙にて役場総合案内、学校教育課または各地区公民館まで提出してください（１

人１枚とします）。
 募集内容 　
〈校章のデザイン〉御明神地区の統合小学校のイメージや地域性などを取り入れたデザインとデザインの説明。
〈校歌の歌詞〉歌詞全体や歌詞の中に入れたい言葉、フレーズ。
※校歌の作詞・作曲は、東京芸術大学へお願いする予定となっています。今年12回目を迎える「東京芸術大学のふれあ
いコンサート」は、町民の皆さんに定着している催事です。また、ご指導いただいている雫石中学校の吹奏楽部の生徒
の中にも、統合する小学校の卒業生もいます。町としても東京芸術大学とのご縁を強く感じられることから、皆さんか
ら応募していただいた言葉やフレーズを取り入れながら校歌を制作していきます。
○詳しくは、雫石町ＨＰをご覧いただくか、学校教育課（692-6412）までお問い合わせください。

雫石町立御明神小学校の校歌の歌詞と校章のデザインを募集します

小学校統合に向けた取り組み（第13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。今回は、５月末までの
進捗状況を地区ごとにお知らせします。
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　御明神小学校

　本校の特色として、環境を守る様々な活動があります。今
回は、その中のいくつかを紹介いたします。
　１つ目は、雫石川（竜川）清掃です。毎年８月頃地域の小
学生と保護者を中心に中学生や雫石高校のボランティア、
雫石漁協の方々を中心に約200人が参加し、春木場橋周辺約
１ kmにわたってゴミ拾いをします。これは、15年以上続い
ている活動です。
　２つ目は、学校林を利用した学習です。本校では、４年生
以上全員が、緑の少年団に加入していて、「学校林学習会」
を開き、木の生育状況の調査などを行っています。この際に
は、御明神地区学校林管理会の皆様にたくさんのご協力をい
ただいております。

　３つ目は、チョウセンアカシジミ保護活動です。
校内にトネリコの木を植え、４年生が観察していま
す。昨年は産卵の様子まで見ることができました。
　この他にも、水生生物調査や春木場駅の清掃活動
など地域の自然環境や生活環境に目を向ける活動を
行っています。これらの活動を通して、子ども達は
自然や人々の生活について考え、地域への愛情と感
謝の気持ちを大切にしながら成長しています。

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

２年　古
ふるだて

舘　拓
たく

「大人のサメとクジラが生まれてきたよ」
○魚が好きなので、たまごからたくさん
の魚が出るようにしました。たまごの模
様は、波を表しています。海の色のぬり
かたに気を付けました。
◆ダイナミックにクジラとサメを描きま
した。カラフルな海の中で、たくさんの
魚たちが楽しそうに泳いでいます。

３年　古
ふるだて

舘　航
こ う た ろ う

太朗
「カラフルなトカゲ」

○カラフルトカゲの体の中から蛇が出て
きて獲物を食べようとしている所です。
１色に２色を混ぜて、きれいな色を作っ
て作品を描きました。
◆画用紙いっぱいに、航太朗さんの思い
が詰まった作品です。色を混ぜ合わせ、
見つけた色を使ってトカゲや蛇、威嚇の
ための光線などを描き仕上げました。

６年　谷
や ち

地　翔
しょうせい

成
「銀河鉄道の夜」

〇夜空に輝く光をイメージして描きまし
た。それぞれの色同士のバランスを大切
にしました。夜空に浮かぶ天の川をぜひ
見てほしいです。
◆最後の最後まで丁寧に制作することが
できました。細部にまでこだわり、丁寧
に仕上げたオレンジの窓が作品全体を引
き締めています。

「環境を守る活動を通して」シリーズ「輝」
№144 副校長　舞

もうりょう

良　昌
まさたか

孝
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　今回は、「スープカレー」と「トマト
かんてん」を作ります。
 日　時 　７月19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 　７月７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。

 日　時 　６月25日（日）
　　　　 ９時10分 開会式
　　　　 ９時30分 競技開始
 場　所 　雫石町総合運動公園
 対　象 　町内在住の方
 参加費 　無料
 申　込 　電話または直接来館にて、６月11日（日）
８時30分～20日（火）までに町営体育館へ（692-5030）
 表　彰 　男女各部門１位から３位まで賞状と副賞を授与
し、ホールインワン達成者にはホールインワン賞が贈られ
ます。

 日　時 　７月１日（土）
 【第１部】「絵本の分類と整理」　10時～12時　
　　　　　場所：中央公民館視聴覚室
 【第２部】「図書館プチ改造」　13時～16時頃　
　　　　　場所：町立図書館
 定　員 　20人程度　※午前のみ、午後のみの参加も可
 持ち物・服装 　筆記用具、エプロン、動きやすい服
 申　込 　６月23日（金）までに図書館へ（692-5959／受付：
平日９：00～17：15）
 お知らせ 
図書館では、図書館サポーターを募集しています。
詳しくは図書館まで

　なんだか気持ちがモヤモヤしている人。日頃の悩みやストレスを忘れ、ひたすら歩いて気持ちをリセットしま
せんか？中央公民館からつなぎ経由で「鶯宿温泉観光協会」までを歩きます。
 日　時 　７月８日（土）　＊雨天決行
　　　 　受付：７時30分
　　　 　出発：８時　　　　＊到着後、昼食休憩と温泉入浴
　　　 　帰着予定：15時30分（中央公民館）＊復路は町のマイクロバスで移動します。
 集合場所 　中央公民館
 距　離 　約17.6 km（トイレ休憩場所３か所）
 講　師 　雫石町体育協会　高

たかはしまさはる

橋正治さん（健康運動指導士）
 対　象 　町内在住または、町内勤務の方（高校生以上）　※高校生の方は保護者の承諾が必要です。
 定　員 　先着20人
 参加料 　1,000円（温泉入浴料込）
 持ち物 　昼食・水筒（飲み物）・雨具・入浴セット　＊動きやすい服装および靴でご参加ください。
 申　込 　中央公民館（692-4181／受付：平日９：00～17：15）
　　　 　＊無料託児室の利用をご希望の方は、お申込み時にお申し出ください。

 日　時 　６月24日（土）
　　　 　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。
元御所（「御所」地名の発祥）―繋温泉（義家伝説、
修験「安楽院と正福院」など）―矢櫃（秘境「芦ヶ
平」、魚の棲まない「舘ケ沢」と「蛇形倉」伝説な
ど）―戸沢（沼田神社「戸沢氏」伝説）―片子沢（「若
い女の亡霊」伝説）
 定　員 　先着20人
 参加料 　200円（資料代・保険料含む）
 申　込 　６月12日（月）～６月19日（月）までに中央公
民館へ（692-4181／受付：平日９：00～17：15）
＊〔後半の部…南畑、鶯宿方面〕は８月27日（日）午前
を予定しています。

～リセットウォーク～
キモチをリセットするためにただひたすらに歩く講座

第１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」〈前半の部〉

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29年度雫石町民グラウンド・ゴルフ大会 第１回図書館サポーター養成講座

ト
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　町の取り組みとして８年目となる「小・小連携交流会」は、児童の交流はも
ちろん、児童の健全育成を目指している先生方にも有意義な交流の場になって
きております。保護者の方々、地域の方々に子どもたちの頑張りをぜひ見てい
ただきたいと思いますので、それぞれの会場にお気軽にお越しください。
　○Ａグループ　７/４（火）　９時～12時
　　【会場】御明神小学校　【対象学年】６年生
　　【学校名】雫石（１組）、御明神、橋場、御所
　○Ｂグループ　７/５（水）　９時～12時
　　【会場】七ツ森小学校　【対象学年】６年生
　　【学校名】雫石（２組）、七ツ森、上長山、下長山、西根

　雫石町小学校陸上記録会は、日々の練習の成果を選手の皆さんが発揮する場と
なっていますので、みなさんぜひ応援にいらしてください！
 開催日 　６月22日（木）　※雨天の場合は６月23日（金）に順延
 時　間 　入場行進　９時15分　開会式　９時25分　競技開始　10時～　　
 場　所 　雫石町総合運動公園陸上競技場
 種　目 　100Ｍ、80Ｍハードル、800Ｍ（女子）、1000Ｍ（男子）、400Ｍリレー、
　　　　 走り高跳び、走り幅飛び、ボール投げ

 日　時 
【３期】７月４日～９月12日（毎週火曜・全10回）
　　　 10時～11時30分　※８月15日は休講
【４期】７月６日～９月14日（毎週木曜・全10回）
　　　 10時～11時30分　※８月17日は休講
【４期：夜間の部】
　　 　７月６日～９月14日（毎週木曜・全10回）
　　　 19時～20時30分
 内　容 　 マシントレーニング・バランスボールなど体力

や年齢に応じたプログラムの作成・実践
 対象・定員 　町内在住の方、それぞれ先着10人
 費　用 　2,700円（体育館使用料・保険料含む）

 日　時 
【３期】７月４日～９月12日（毎週火曜・全10回）
　　　 16時30分～18時　※８月15日は休講
【４期】７月６日～９月14日（毎週木曜・全10回）
　　　 16時30分～18時　※８月17日は休講
 内　容 　 バランスボール・マット運動等いろいろなス

ポーツ体験（陸上・サッカー・バトミントン・
ティーボール・バスケットボールなど）

 対象・定員 　町内在住の小学生、それぞれ先着10人
 費　用 　1,700円（体育館使用料・保険料含む）

　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。

　本部第一倉庫　　建設年：明治41年
　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、歴
史上重要な建物です。小岩井農場本部の倉庫として建設され、現在も倉庫
として用いられており、リビング・ヘリテージとしての価値も有していま
す。また、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。

小・小連携交流会を開催します！　

第51回雫石町小学校陸上記録会を開催します！

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室 雫石ジュニア・アスレティック教室

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１回）

上記の教室は、いずれも雫石町営体育館で行います。また、講師は雫石町体育協会スタッフです。
＊申　込　６月23日（金）～６月30日（金）までに町営体育館へ（受　付：692-5030　８時30分～）

※リビング・ヘリテージ…日本語で「生きている遺産」と訳され、“有効に活用されている文化遺産”の総称。
※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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　４月から新コーナー「Let’sトレーニング」が始まりました！
役場に入ったころは町営体育館に行って、これらの器具を使っ
て運動していましたが、最近はなかなか行けていません。近い
ところでもついつい車で移動…。なるべく車は使わないよう心
掛け、近いうちに町営体育館での運動も再開したいと思います！
（Ｋ）

　盛岡市内で開催されたイベントで息子を抱っこしてもらい、
写真を撮ってもらったのをきっかけに、郷土力士の錦木関を応
援しています。５月場所は、結果をチェックしては一喜一憂す
る毎日でしたが、千秋楽までもつれる戦いを制し、見事十両優
勝を果たした錦木関‼今後の益々の活躍が楽しみです！（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！

　４月16日（日）、盛岡市にある県営運動公園陸上競技場を発着点とする周回コースで
第71回盛岡市内一周継走大会が開催されました。この大会で中学生女子部門準優勝と
活躍した雫石中学校女子駅伝部継走チーム選手の皆さんにお話を伺いました。
《走順（写真は右から）　①長

ながさか

坂桜
お う か

花さん（３年）、②桐
きりやま

山はる菜
な

さん（２年）、③佐
さ さ き

々木優
ゆ づ き

月さん（２年）、④川
かわむら

村碧
みどり

さん（２年）》

あとがき

聞いてきました！ シリーズ対談・編集担当「K」の小部屋
〈通算第27回 Ｋ編第15回〉 
　盛岡市内一周継走　中学生女子部門で準優勝した雫石中学校のみなさん

（Ｋ）はじめに、どのような気持ちで走っていたかを教えて
ください。

（長坂：以下（長））ひとつでもいい順位で、みんなにたすき
を繋ごうと思って走りました。
（桐山：以下（桐））同じように少しでも順位を上げていって、
たすきを渡していけたらいいなと思いました。
（佐々木：以下（佐）） 前の人が少し遠くて、あまり見えてな
かったんですが、少しでも近づけるように頑張りました。
（川村：以下（川））１位との差を縮めていって、最後追い越
せたらいいなと思って走りました。
（Ｋ）走り終わった後はどうでしたか？
（長）楽しかったです。みんなとたすきが繋げるということ
もだし、自分では納得のいく結果ではなかったけど、楽しん
で走る事ができたので良かったです。
（桐）自分が終わった時は３位で、順位を少しは上げる事が
できたけど、思ったほど上げられたわけではないので、少し
悔しいところはあったけど、４走がゴールした時は２位だっ
たので嬉しかったです。
（佐）順位を上げれなかったんですけど、４走であげてくれ
たので、そのときは嬉しかったです。
（川） １位と僅差だったし、１位の事を追い越せなくて悔し
かったんですけど、みんなとたすきを繋げることが出来て楽
しかったです。

（Ｋ）今後の目標を教えてください。
（全員）県駅伝で優勝することです！

（Ｋ）目標を一つに頑張ってください。目標に向けて練習で
頑張ってることはありますか？
（桐）男子のペースに少しでもみんながついていくことを頑
張っています。
（Ｋ）町内の皆さんにメッセージをお願いします。
（全員） 県中学校駅伝大会が花巻で開催されます。チームワー
クで頑張りますので、応援してもらいたいです。
（Ｋ）たくさんの方に応援に来てほしいですね。貴重なお話
ありがとうございました。

大会は下記の日程で開催されます。みなさんでぜひ応援
に行きましょう！
◆地区中学校駅伝競走大会　８月31日（木）
　　会場：町総合運動公園内特設コース
◆岩手県中学校駅伝競走大会　９月29日（金）
　　会場： 花巻市日居城野運動公園をスタート・ゴール

とする周回コース

２走　桐山はる菜　選手
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