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教育しずくいし

男子100Mで２年連続大会新記録！
〜第52回雫石町小学校陸上記録会〜
※写真は男子100M で昨年に引き続き大会新記録の御所小学校6年石
で昨年に引き続き大会新記録の御所小学校6年石田 龍 翔さん

６月21日（木）、第52回雫石
町小学校陸上記録会が町営陸
上競技場で開催されました。
当日は保護者や各学校の応援
団の声援の下、選手たちは日々
の練習の成果を発揮し、今年
は４つの大会新記録が生まれ
ました。
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※上位入賞者を５ページに掲
載しています。
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新教育長ごあいさつ

7月1日付で本町の教育長を拝命いたしました。常套句ではありますが、まさに
身の引き締まる思いです。元々は中学校の教員でした。県教委の次長兼学校教育
室長を定年退職して5年目ですが、昨年度までは盛岡教育事務所というところで
非常勤職員として各学校を訪問していました。雫石中学校にお邪魔した際には、
素晴らしい子供たちの姿を垣間見て感動すると同時に、以前の不安定な一時期を
思うと感無量でありました。
「あらゆる方々が教育問題については語ることができる。」ということが言われています。それだけ教
育は、身近で喫緊の課題が多いということの裏返しだと思います。だからこそ、教育行政に携わる者と
して、改めて、保護者の皆様をはじめ、町民の皆様の教育に対する思いに対し、開かれた心で謙虚に向
き合い、雫石町の教育、特にも学校教育の充実発展のために微力ながら全力を尽くして参りたいと考え
ておりますので、よろしくお願いします。
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国見峠の盛岡領境石標

雫石中学校の武道場が表彰されました！

長山街道分岐の道路指導標（写真左）

「旧秋田街道国見峠の盛岡領境石標・旧秋田街道長
山街道分岐の道路指導標」が６月20日付で、町有形文
化財に指定されました。
盛岡領境石標は、約400年前に境界争いが絶えなかっ
た盛岡藩・秋田藩の藩境としてつくられたもので、秋
田との藩境碑としては盛岡藩唯一のものであり、貴重
なものです。
道路指導標は、約250年前、志を高く持った長山村
の農家が建立したもので、指導標の役割のみでなく、
餓死供養塔も兼ねています。旧秋田街道における雫石
郷最初の分岐点に設置され、町内に６基ある道路指導
標の中でも、最古のものです。

6/28

6/26

雫石町内の石碑が町有形文化財
に指定されました！

雫石中学校武道場（内館）

雫石中学校の武道場が、木材利用の一層の推進
を図るため実施された平成30年度いわて木材利用
優良施設コンクールにおいて「岩手県木材需要拡
大協議会会長賞」を受賞しました。
なお、雫石中学校の武道場は「木材利用分野の
拡大」、「地域材等の有効活用」などの審査基準に
基づく審査により評価され、全国の木材利用優良
施設コンクールへ推薦されます。

上原充郎さんが北日本図書館連盟から
表彰されました !

上原小児科医院院長の上原充郎さんが、北日本図書館連盟図
書館事業功労者表彰を受賞し、深谷政光町長へ受賞の報告を行
いました。
上原さんは、「雫石町の子どもたちの未来のために」という
思いから、自身の開催したチャリティーショーの収益金と寄付
金から町立図書館に児童書を寄贈され、平成26年から４年間で
385冊の図書を寄贈し、子どもの読書推進に大きく貢献したこ
とがこのたびの表彰となりました。
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受賞を報告した上原充郎さん（右）

しずくいしの教育

特 集
《東京藝術大学合宿招聘事業》
東京藝術大学音楽学部の教員と学生が来町し、町内の音楽団体や児童、生徒とのワークショップやコンサートを通
じて音楽の魅力を伝えてきた本事業は、今年で13回目を数えます。
今年もまきば園でのミニコンサート、野菊ホールでメイン
メインコンサートでは、東京藝術大学
コンサートを行います。この機会にぜひ、東京藝大が奏でる
音楽学部のみなさんと西山小学校と御
演奏に耳を傾けてみませんか？音楽の素晴らしさを感じられ
明神小学校の児童が校歌の発表でコラ
る素敵なひと時をお約束します。
ボレーションをします！

第13回ふれあいコンサート in 雫石
野菊ホールを会場に、東京藝大による吹奏楽のほか、町内各合
唱団や雫石中学校吹奏楽部とのコラボ演奏、西山小学校と御明神
小学校児童との校歌コラボ演奏でどなたでも気軽に楽しめます。
（日）14：00開演（13：30開場）
日 時 ７月29日
場 所 中央公民館 野菊ホール
入場料 無料（要整理券）
※自由席・未就学児入場不可・無料託児室あり
整理券配布場所
中央公民館および各地区公民館、役場総合案内、小岩井農場ま
きば園

東京藝大と雫石中学校吹奏楽部との共演

まきば園ミニコンサート

まきば園でのパレード

演奏者を間近に感じられるアットホームな室内楽コンサートで
す。小岩井農場まきば園内特設会場で開催します。
日 時 ７月28日（土） １回目 11：30開演
２回目 14：30開演
場 所 小岩井農場まきば園内まきばの体験館
入場料 無料 ※ただし、まきば園入場料が別途必要です。

☆御所小学校ジョイントコンサート開催のお知らせ☆
御所小学校の児童と、御所小学校の校歌を作成した東京アカデミック管弦楽団の七澤英貴先生（雫石町観光大使）、
管弦楽団の方々とのジョイントコンサートを開催します。
（※詳しくは８月号に掲載します。
）
日 時 ８月25日（土） 13：00〜14：00
場 所 旧雫石町立大村小学校

《小中学校芸術鑑賞教室》
子供たちの豊かな感性をはぐくむため毎年開催しています。演劇、ミュージカル、クラシック音楽や伝統芸能など
の多彩な演目が子供たちに驚きや発見、共感といった感動を届けています。本年度は、小学校低学年を対象に演劇、
小学校高学年、中学生を対象にミュージカルを実施し、今回から雫石高校生も鑑賞しました。ミュージカル「夢果て
るとも」では、劇中で主人公がドン・キホーテへと変身するシーンでの役者の変幻自在な演技に引き込まれるなど、
ミュージカルの世界を楽しみました。

演劇「泣いた赤おに」

ミュージカル「夢果てるとも」

役者と交流する児童
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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「フープディスゲッター
（フライングディスク）」

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。

フープディスゲッターは、
屋外でも室内でも楽しめる簡単なレクリエーションスポーツです。
どうやって遊ぶの？
ディスクを一定の距離から決めた枚数を投げて、フープを通過した数を競います。
投げる距離やディスクの枚数に決まりはないので、
仲間と相談しながら楽しんでください。
POINT
ディスクは柔らかいプラスチック素材で、力一杯投げるとディスクが変形して上手く飛ば
ないので、力加減が重要です。
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。

6/16（土）〜
17日（日）

雫中生大活躍！

岩手地区中学校総合体育大会結果（敬称略）
県大会出場 団体種目

【軟式野球】
優 勝
【バレーボール】
男子 優 勝・女子
【バスケットボール】男子 優 勝・女子
【卓球】
女子 準優勝

優
優

【ソフトテニス】女子 準優勝
【バドミントン】男子 準優勝・女子
【柔道】
男子 優 勝

勝
勝

優

勝

県大会出場 個人種目
【卓球】男子 ３位 櫻田 拓海
女子 ８位 木村 咲貴
【ソフトテニス】
女子 優勝 小田 結莉菜・高橋 楓
【バドミントン】
男子（シングルス） ３ 位 正木 達哉
（ダブルス） 準優勝 中村 亮翔・川代
女子（シングルス） 準優勝 徳田 南果
３ 位 林尻 かなみ
（ダブルス） ３ 位 髙橋 春和・中原

詩

菜々香

【柔道】男子（50 kg 級） 準優勝 武田 莉空
（60 kg 級） 優 勝 渡邉 岳流
準優勝 遠藤 広崚
（66 kg 級） 優 勝 須藤 翼
（81 kg 級） 準優勝 杉本 柊
（90 kg 級） 優 勝 山本 眞空
準優勝 杉本 楓
女子（44 kg 以下級）オープン 横田 瑠流
【新体操】女子（フープ）優 勝 高見 唯稟
（ボール）優 勝 高見 唯稟
（総 合）優 勝 高見 唯稟

◎第47回雫石町スポーツ少年団春季野球大会【６月９・10日】《鴬宿運動場》
《育成の部》
【優 勝】 西山ボンズ
【準優勝】 雫石ダイナミックス

《メインの部》
【優 勝】 雫石ダイナミックス
【準優勝】 御所ブルーサンダース

◎第24回雫石町民グラウンド・ゴルフ大会【平成30年６月24日】《町総合運動公園》
《男子の部》
【優 勝】 大城 安道
【準優勝】 大久保 芳夫
【３ 位】 松田 巍

《女子の部》
【優 勝】 村上
【準優勝】 大貫
【３ 位】 戸部

51打
54打
56打

栄子
玖美子
順子

60打
60打
61打

町内で行われる各種スポーツ大会
日

７月

８月

4

程

大会名

場

14日（土）〜16日（月）
15日（日）

夏季アーチェリー公認記録会
御所地区壮年男子ソフトボール大会

陸上競技場
鴬宿運動場

21日（土）

自然体バレー塾

町営体育館

21日（土）〜22日（日）

第18回全日本中学生男女ソフトボール大会岩手県予選会

鴬宿運動場

22日（日）

雫石地区混合バレーボール大会

町営体育館

28日（土）〜30日（月）

全国中学生 KWB 野球大会

４日（土）〜６日（月）

第32回県学童軟式野球選手権大会

町営野球場
町営野球場
鴬宿運動場
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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… スポーツ大会結果

第52回雫石町小学校陸上記録会
５

結果（敬称略） 上位３位まで

年

６

100M
女子 １位 福崎 愛華（雫石）
14秒4 大会新
１位
２位 増谷 心奏（雫石）
16秒0
２位
３位 圓子 小百合（七ツ森） 16秒3
３位
男子 １位 長坂 大翔（雫石）
15秒4
１位
２位 坂上 大晟（御所）
15秒9
２位
２位 竹原 遼（雫石）
16秒0
３位

藤田
瀬川
尾形
石田
千葉
谷藤

年

唯愛（御明神）
心桜（雫石）
優菜（御明神）
龍翔（御所）
光智（御明神）
惺南（雫石）

15秒2
15秒3
15秒7
13秒4 大会新
14秒8
15秒1

女子

１位 土樋 燕（西山）
２位 高八卦 玲美（御明神）
３位 吉田 夢望（御所）

2分53秒8
2分54秒1
2分54秒4

800M 女子
１位
２位
３位

村田 菜音（御所）
中原 悠月（御明神）
村田 葵（御所）

2分44秒9
2分55秒9
2分56秒4

男子

１位 村田 諒（雫石）
２位 今野 太郎（西山）
３位 上和野 煌太（雫石）

3分27秒4
3分33秒6
3分36秒5

1000M 男子
１位
２位
３位

安達 大翔（雫石）
古舘 諒誠（御明神）
齋藤 穂（七ツ森）

3分28秒8
3分33秒9
3分38秒4

女子

男子

女子

男子

女子

男子

女子

男子

１位
２位
３位
１位
２位
３位
３位

杉下
菊池
岩持
坂上
藤原
楢山
杉下

１位
２位
３位
１位
２位
２位

坊屋鋪 桜空（御明神）
増谷 心奏（雫石）
後藤 紅葉（御所）
川崎 徹成（雫石）
杉下 蓮（西山）
八幡 翔輝（御明神）

１位
２位
３位
１位
２位
３位
１位
２位
３位
１位
２位
３位

佳蓮（雫石）
花夏（七ツ森）
杏花（御明神）
大晟（御所）
理一郎（雫石）
佳太（雫石）
蓮（西山）

福崎 愛華（雫石）
岩井 奏（七ツ森）
堀 藍菜（七ツ森）
村上 晄太郎（雫石）
川崎 煌成（御所）
今野 太郎（西山）
米田
高畑
田鎖
古川
米澤
髙橋

乃愛（御明神）
侑奈（西山）
翔音（雫石）
俊介（御所）
祐哉（雫石）
惺南（雫石）

16秒6
17秒2
17秒4
14秒9
16秒2
16秒4
16秒4

80M ハードル
１位
２位
３位
大会新
１位
２位
３位
３位
３位

櫻小路 葵（西山）
15秒7
煙山 紅之葉（雫石）
16秒6
村田 桃華（御所）
16秒7
細川 隆清（御所）
14秒1 大会新
ハクセル将来ソア（西山）15秒7
千葉 玲惺（雫石）
16秒2
青山 源（雫石）
16秒2
三浦 和翔（七ツ森）
16秒2

1ｍ09
1ｍ09
1ｍ09
1ｍ05
1ｍ00
1ｍ00

走㳦高跳㳏 ※同じ記録は試技回数により順位確定
１位 藤田 唯愛（御明神）
1ｍ19
２位 村田 葵（御所）
1ｍ15
３位 福田 陽菜（西山）
1ｍ09
１位 千葉 光智（御明神）
1ｍ19
２位 佐藤 圭太朗（雫石）
1ｍ19
３位 高橋 祐貴（御所）
1ｍ19

3ｍ71
3ｍ31
3ｍ18
4ｍ13
3ｍ73
3ｍ36

走㳦幅跳㳏 ※同じ記録はセカンド記録により順位確定
１位 村田 桃華（御所）
3ｍ43
２位 佐々木 賀香（七ツ森） 3ｍ43
３位 金目 静羽（西山）
3ｍ33
１位 千葉 太智（御明神）
4ｍ12
２位 田村 悠貴（雫石）
3ｍ85
３位 齊藤 愛音（西山）
3ｍ73

35ｍ30
35ｍ01
31ｍ20
47ｍ95
47ｍ77
43ｍ01

㴳㱟㵂投㲮
１位
２位
３位
１位
２位
３位

400M リレー（共通種目）女子
１位 雫石小学校
1分00秒4
２位 御明神小学校
1分00秒9
３位 御所小学校
1分01秒5

１位
２位
３位

煙山
和田
宮﨑
千葉
岩持
岡森

心花（西山）
舞咲（雫石）
結叶（七ツ森）
太智（御明神）
悠日（御明神）
廉（西山）

36ｍ27
33ｍ95
31ｍ01
55ｍ57
51ｍ54
50ｍ11

400M リレー（共通種目）男子
御所小学校
56秒7
御明神小学校
58秒6
雫石小学校
59秒1
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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
『カラス学のすすめ』

聞いて楽しいおはなし会
幼児・小学生対象

杉田

昭栄/著（緑書房）

「カラス博士」と呼ばれ
ている雫石町出身の著者、
杉田さんは、カラスの研究
を始めて約20年。カラスの
伝承・神話から、歴史、生
態まで幅広く考察します。
カラスについて知り、人
間との共生を考えるうえで
読んでおきたい一冊です。

日 ７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！
８月は11日（土）14：00〜14：30と
25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「われはうみのこ」
場 中央公民館

日 ７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

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）
【６・７月の図書館休館日】
毎週月曜日
※ただし、７月16日は祝日開館し、17日に休館し
ます。

6/28〜7/5

しずくいしおはなし会

ランドルフ中学校生徒が
来町しました

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」

絵本の読み聞かせなど、あそびにきてね♪
日 ７月27日
（金）10：30〜11：00 場 健康センター
企画展「読書感想文コンクール課題図書展」
青少年読書感想文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。
期間：平成30年７月１日（日）〜８月31日（金）

給食費２分の１額助成について

臨済寺での日本文化体験

みんなで一緒においしい給食

雫石中学校での授業体験

雫石中学校と国際交流姉妹校を締結しているランドル
フ中学校（アメリカ合衆国バーモント州）の中学生10
人、教師３人が６月28日〜７月５日の８日間雫石町に滞
在し、期間中は、ホストファミリーとの交流や、小・中
学校での授業体験、日本文化体験などを行いました。日
本文化体験では雫石高校の生徒とも交流しながら琴や習
字、お茶などを体験しました。ランドルフの生徒は「お
風呂や抹茶などが珍しいため興味深い、生徒がとても礼
儀正しくて気さくだ」と感想を述べていました。
今後も雫石町とランドルフの交流がより深まることに
期待します。
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今年度より保護者の負担軽減を図り、地域全体
で子育てを支えるため、
「子育て応援給食費負担
金」として、町立小・中学校に在籍する児童生徒
の給食費の２分の１の額を町で助成しておりま
す。将来を担う雫石の子どもたちが心身ともに健
やかに成長するよう、学校給食をよりよいものに
できるよう取り組んでまいりますので、ご理解と
ご協力をお願いいたします。

お願い
保護者の皆さまに負担いただいている給食費
は、給食の食材購入に使われています。
（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。

教育行政・学校のページ

教育委員会定例会リポート / リニューアルした雫石中学校の図書室を利用して

教育委員会定例会リポート（５・６月）
― 5月定例会

質疑応答編 ―

5月の定例会では、御所小学校と東京アカデミック管弦楽団とのジョイントコンサートの概要、ファミリーマ
ラソンに関する南部かしわ汁等の無料提供の課題、町内小・中学校に係る不登校の出現率および県平均との比較、
各小学校のスクールガードの委嘱の現状についてなどが話し合われました。

― ６月定例会

議案編

以下の案件が可決されました ―

１．雫石町教育委員会専決代決規程の一部改正に関し議決を求めることについて
２．雫石町文化財の指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）

リニューアルした雫石中学校の図書室を利用して
今年３月、雫石中学校の図書室は
明るく、木のぬくもりにあふれ、ま
たスペースも広くなり、利用しやす
い図書室に生まれ変わりました！

図書室には６人が座れるテーブルが６つと、本棚に
囲まれた空間の中央には丸テーブルとソファが置かれ
ています。また、窓際には木のベンチと外を見ながら
本を読むことができるカウンター席もあります。グ
ループワークは机で、本をひとりでじっくり読みたい
ときはベンチを活用するなど、生徒は各々の空間を作
４月には、国語の授業で図書室が活用されました。

りながら、図書室での時間を楽しんでいます。

生徒は名言や熟語について本で調べ、
「私の今年の一
字」を決定、その字を選んだ理由をスピーチで紹介し
ました。授業を行った雫石中学校の及川美幸先生は、
「図書室での授業は、様々な本から情報を収集するこ
とができます。また、その情報を自分の考えとしてま
とめ、活用する能力を高めます。学習環境が整備され、
意見交換や情報共有も図りやすくなりました。」と話
していました。
授業で活用！生徒でにぎわう図書室

図書委員会のみなさんに新しい図書室の感想を聞きました！
居心地が良く、本も探しやすくなり、
ますます図書室に愛着がわきました。

現在、図書室には１日およそ30〜40人が訪れ、多い日
には87人が来室した日もあります。５月の総貸出冊数は
354冊で１人当たり0.9冊でした。この貸出冊数は４月の
２倍です。これからも図書委員会はクラスへの呼びかけ
を行い、全校生徒に図書室を利用してもらいたいと考え
ています。
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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」

№157

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 七ツ森小学校

心を１つに、 大運動会の金管演奏

副校長

佐々木伸也

晴
晴天の下、来賓、地域・保護者のみなさま方に見守ら
天の下、来賓、地域・保護者のみ
のみ
みな
みな
なさま方に
さま に見守
守ら
れ
、春の学校行事「大運動会」が、５月26日
５月
５月26日
５月
月2
26日
2
26
6日
6
日
（土
土）
に行
に
れ、春の学校行事「大運動会」が、５月26日
（土）
に行わ
れました。
新１年生10人を含めた全校77人の児童が、赤・
白に分かれ、優勝旗をめざします。スローガン
「全力で、
走れ、戦え、叫べ 〜77人の力を合わせて〜」の文字が、
校舎２階の教室窓に掲げられ、児童を勇気づけます。応
援合戦・徒競走・チャンスレース・団体競技・表現と、
全力勝負や精一杯の演技が続きます。
中でも、本校の伝統「金管バンド演奏」は、注目と期待の
高さから、特にみんなが楽しみにしている種目です。曲目は、
「宇宙戦艦ヤマト」ほか。ドラムマーチでの入場に続き、隊
列を組み直します。はつらつとした金管楽器の音色が校庭に
響き渡り、正面から見守るカメラを手にした保護者、お客さ
ん方の一層の注目を集めます。勇壮な迫力あるメロディ、晴
れやかなリズム満載の堂々とした演奏後、しばらく鳴り止ま
ぬ大きな拍手が、楽器を手にする全５・６年生児童の顔を笑
顔にさせました。これまでの練習の苦労が報われる瞬間でし
た。
「金管演奏が大好きなので、みんなをまとめたい」と、リー
ダー役を引き受けた６年生の藤原稜太さん。「最後の運動会
で、今までで一番の演奏になるように心を込めて演奏したい。
お客さんに『今年もすばらしい演奏だったね。』と言われる
ようがんばりたい。」と意気込み、演奏を成功に導きました。
心を１つに、大運動会の金管演奏の１場面でした。
子どもたちの力作を紹介します

い わ い

−本人（○）と先生（◆）からのコメント−

け い と

た か ぎ

た い ち

い わ い

ひびき

２年 岩井 慧杜さん
「虹色バスクリーン」

３年 高木 大知さん
「つちのこきょうだい」

５年
岩井 響さん
「『お化け屋しき』ビー玉ボードゲーム」

○段ボールカッターを使い、ハート形
を切るのがむずかしかったです。タイ
ヤもセロハンでカラフルにするのを工
夫しました。夢みたいなバスができま
した。

○つちのこが目立った方がいいなと
思って、レインボーカラーにしました。
しっぽの形はモールでぐるぐるまきに
してうまく作れました。手ざわりもや
わらかくて気に入っています。

○お化け屋敷をテーマにしてゲームを
作りました。電動糸のこで、板をくね
くねした形やカクカクした形に切り、
それを使ってお化け屋敷っぽく作るこ
とができました。ボンドを工夫して使
えたので良かったです。

◆細かい形を、一生懸命に段ボール
カッターで切っていましたね。バスと
バスクリーンをかけ合わせたネーミン
グもすてきです。すてきな香りがして
きそうですね。

◆いろいろな色の紙や形の組み合わせ
を工夫して、素敵な「友だち」を作り
ました。小さな兄弟を上に組み合わせ
たり、モールで舌をつけたりしたこと
で、とても楽しい作品になりました。

◆電動糸のこで上手に板を切ることが
できました。板の形を生かし、敷いた
り立てたりすることで、表情豊かな
ゲーム板にすることができました。ス
タート台もおもしろい作りになってい
るので、思わずビー玉を入れてチャレ
ンジしたくなりますね。
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募 集

御明神公民館

お知ら

とうろう作り教室

ト

イベン

第40回御明神夏まつり

厚紙と和紙を使って、とうろうを作ります。作ったとう
ろうは、８月16日（送り盆）に行われる御明神夏まつり舟っ
こ流しの際に流します。
日 時 ８月16日（木）10：00〜11：00
場 所 御明神公民館
受講料 無料
対 象 小学校児童（大人の方も参加可能）
定 員 20人
申込先 ８月10日（金）までに御明神公民館へ（692 3228）
その他 当日以外にも８月13日〜８月15日の９：00〜17：
00の間で作ることが出来ますので、希望する方
は御明神公民館までご連絡ください。

８月16日
（木）
13：00〜 舟っこ供養
15：30〜 ステージショー
17：00〜 盆踊り大会
17：30〜 開会行事
19：10〜 舟っこ流し
19：30〜 花火大会
※盆踊り大会に参加した方には、豪華景品が当たる大抽選
会へ参加出来るうちわをお渡しします。
場 所 御明神公民館駐車場（舟っこ供養、ステージ
ショー、盆踊り大会）
御明神大橋河川敷（舟っこ流し、花火大会）
問合せ 御明神公民館（692 3228）

厨房レッスン

第16回みんなで歩こう旧秋田街道

今回は「簡単シュウマイ」を作ります。
日 時 ８月22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 ８月16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。

日

時

幕末から明治維新の動乱期、戊辰戦争の舞台にもなった
旧秋田街道を実際に歩き、当時の歴史について学びます！
今年も、国見温泉から歩きます。
日 時 ８月３日
（金）９：00〜16：00
集合場所 道の駅雫石あねっこ 日本ハーブ園前
参加料 200円
対 象 小学校児童（大人の方も参加可能）
定 員 20人
持ち物 昼食、飲み物、タオル、着替え など
申 込 ７月27日
（金）
までに御明神公民館へ（692‑3228）

平成30年度スポーツ吹矢初級講座
日

時

８月21日（火）、27日（月）
、
９月４日（火）、10日（月）
、18日（火）、25日
（火）
各回18：30〜（２時間程度）

場 所
定 員
対 象
参加費
持ち物
申 込

雫石町中央公民館 大会議室
各回先着20人
町内在住もしくは勤務の方
１回300円
運動できる服装、内履き、タオル、飲料水 など
７月12日（木）から中央公民館で受付開始
（692 4181）

シ リ ー ズ
紹 介

2018夏の夜のこわいおはなし会
夏の夜に背筋も凍るこわいおはなしをどうぞ！
日 時 ８月２日
（木）19：00〜20：00
場 所 雫石町中央公民館 野菊ホール舞台上
内 容 読み聞かせ、朗読 など
対 象 小学生 ※保護者同伴でお願いします。
問合せ 町立図書館（692 5959）※事前申し込み不要

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14回）
平成29年２月23日、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。

冷蔵庫（れいぞうこ）
建設年：明治38年
製乳所（乳業工場）の付属施設として、バター・チーズなどの乳製品の貯蔵庫
として建造され、昭和27年まで本格的に使われていました。小山を掘って作られ
た掘り抜きの貯蔵庫で、電気を使用せず、地面の熱が変化しないことを利用した
つくりになってい て、温度は常に10度程度で安定しています。
写真：小岩井農牧（株）提供
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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40回 Ｋ編第28回〉
県高総体で総合優勝を果たした雫石高校ボート部
い と う

ひ ろ き

３年

伊藤

広樹さん

３年

３年

石田

雄人さん

１年 中川 龍星さん

い し だ

た け と

よ こ て

た く む

横手 拓夢さん
なかがわ

りゅうせい

雫石高校男子ボート部は３年生３人、１年生１人の４人で活動しています。この
度、第70回岩手県高等学校総合体育大会で、伊藤広樹さんがシングルスカル優勝、
石田雄人さんと横手拓夢さんがダブルスカルで優勝し、
見事総合優勝に輝きました。
活躍を見せる雫石高校ボート部のみなさんにお話をお伺いしました。

雫石高校男子ボート部のみなさん

試合中、自分の体力と向き合
いながら、
きつくてもやり切り、
勝つという気持ちになれるとこ
ろに魅力を感じます。高総体に
向けては一漕ぎ一漕ぎを大きく
漕ぐこと、体力のペースをつか
むこと、試合で使うペースに慣
れるよう練習しました。一年生
の頃からインターハイに出場する事を目標に頑張って
きたので、
優勝したときにはすごく嬉しかったですし、
もっと頑張りたいという気持ちになりました。東北大
会で体力が足りないと思ったので、インターハイまで
に体力を付け、艇を進めるポイントできちんと力を入
れて漕げるように練習していきたいです。

伊藤さんに誘われ、ボート部
に入部しましたが、最初は息を
合わせるのすら難しかったです
し、バランスをとるのも大変で
した。今は、ミスなくスムーズ
に漕げたとき、達成感を感じま
す。県高総体に向けては、ミス
をせず、ダブルスカルペアの雄
人と息を合わせて体力を全部出しきって漕げるように
練習しました。大会では、漕いでいるときの声掛けを
しっかり出来たので良い結果につながりました。優勝
した時は、今までやってきた甲斐があったという達成
感があり、嬉しかったです。東北大会で上には上がい
ると思いました。全国ではやはり声掛けを大事にして
息を合わせて早く漕げるよう頑張りたいです。

兄が雫石高校ボート部だった
ので、試合を見てやってみたい
と思い、雫石高校に入るときか
らボートをやろうと決めていま
した。１番最初に乗った時と今
の漕ぎを比べると、見た目もス
マートに見える漕ぎができ、成
長していると感じられて楽しい
です。
県高総体に向けて、一漕ぎ一漕ぎ力を出し切る漕ぎ
方を練習し、試合で出せたと思います。今年、雫石高
校創立70周年の記念の年に総合優勝でき、嬉しかっ
たです。インターハイに向け、ダブルスカルペアの拓
夢と声かけをしてもっと息を合わせて、力強い漕ぎが
できるようになって出場したいです。

体験入学の時にボート部の紹
介で楽しそうだと思ったので入
ろうと思いました。スピードに
乗って風をきって漕ぐところに
魅力を感じます。県高総体で
は、艇にフロート（浮き）を付
けて大会に出場しましたが、今
は外して出場できるよう練習し
ているのでバランスをとるのが難しくなりました。イ
ンターハイでは先輩のサポートをしっかりできるよう
にして、８月の新人戦に向け
て今よりも体力と筋力を上げ
たいと思います。一漕ぎ一漕
ぎを力を込めて漕げるよう頑
張りたいです。

伊藤

石田

広樹さん

雄人さん

横手

中川

拓夢さん

龍星さん

あとがき
最近、職場の有志で野菜を育て始めました！暑い中での草刈りが
大変でしたが、農業系大学だったので、すくすく育っていく野菜が
とってもかわいいです。実がなるのが待ち遠しいですね。特にトウ
モロコシが楽しみです！大きくなりますように。
（K）

先日、モリアオガエルの産卵調査に白沼まで行ってきました。卵
をさがして沼地を歩いていたら、足が抜けなくなり、ひっくり返っ
てしまいました。久しぶりの「カッパリ」にテンション下って帰っ
てきた私です。
（H）
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編集・発行

雫石町教育委員会（担当：生涯学習スポーツ課） 〒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

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！

10

広報●教育しずくいし●2018●7●No.160●

