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富士市・雫石町少年交流事業〔７月28日～31日〕
　45年前、雫石町上空で起きた航空機事故の犠牲者162人のうち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
ために行われているこの交流事業。今年は、富士市児童36人が雫石町を
訪れ、事故が起きた７月30日には慰霊の森での献花拝礼に参加し、事故
への理解を深めました。また、期間中は小岩井農場での森林体験ツアー
やチャグチャグ馬ッコ作りを通して、雫石町の児童との絆を深めました。

報告  上和野馬頭観世音堂が国登録有形文化財になりました！
詳細は町ＨＰに掲載しています。また、教育しずくいし９月号でも紹
介する予定です。

情報が満載！

雫石の
雫石町教育委員会広報紙

2016.8 No.137

教育しずくいし
受け継がれる事故の教訓　あの日を忘れないために

富士市・雫石町少年交流事業
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その他、こんなことがありました…
〔７月22日〕北浦・滴石史談会交歓会開催。〔７月28日～31日〕富士市・雫石町少年交流事業開催。
〔７月28日～８月１日〕東京藝術大学合宿招聘事業開催。

〔７月５日〕 盛岡教育事務所管内各市町地域婦人団体リーダー研修会を開催しました！

　橋場小学校に「京都フィルハーモニー室内合奏団」と指揮者の齊藤一郎
さんが来校し、児童と地域の皆さんで一流のオーケストラを鑑賞しました。
　これは、文化庁の「文化芸術による子供の育成事業」として、一流の文
化芸術団体が小中学校等で巡回公演をするもので、このたび橋場小学校が
その会場に選ばれました。
　今回は、小学校の体育館で京都フィルハーモニー室内合奏団と橋場小学
校の児童が演奏するリコーダーや 盤ハーモニカとの共演や、小学校の校歌
の演奏に合わせて児童が歌うなど、一緒にオーケストラに参加をしました。
　また、実際にヴァイオリンとチェロに触れて演奏する実演などもあり、
見て触れて楽しく愉快に一流の演奏を間近に感じたコンサートとなりまし
た。

　町社会教育委員の舛澤茂さん、目時美帆子さん
が岩手県社会教育連絡協議会社会教育功労委員表
彰を受賞しました。
　この表彰は、多年に渡り社会教育の振興につく
し、功績が顕著な方や規範となる業績があった方
を表彰するものです。お二人は町社会教育委員を
９年務められ、町の社会教育の振興と発展に多大
な貢献をされています。

〔７月７日〕 京都フィルハーモニー七夕コンサート in橋場

〔７月３０日～８月１日〕第30回岩手県学童野球選手権「もりしん杯」地元チームが奮闘！

できごと紹介　2016.７月

【3Ｂ体操】ボールを使った運動

〔７月１４日～１５日〕
岩手県社会教育連絡協議会社会教育
功労委員表彰受賞！

　７月30日（土）から８月１日（月）まで、町営野球場・町営運動場を
主会場に、岩手県下より32チームが出場、地元雫石からは御明神ゴー
ルデンイーグルスが３年連続でこの大会に出場しました。
　その御明神は初戦、鉄壁の守備と猛打で矢巾アローズにコールド
勝ちを収め２回戦に進出するも、福岡ジャガーズに惜しくも３対５
で敗退となりました。
　大会は好打好守が続出し、応援の父母はもちろん、観戦に訪れた
多くの皆さんを興奮の渦へと巻き込み、一投一打に大きな歓声が沸
いていました。
　大会の結果、盛岡市代表の土淵ボンバーズが初優勝を飾り、３日
間の熱戦が幕を閉じました。

　中央公民館で開催したこの研修会には、盛岡教育事務所管内７市町
の婦人団体から総勢84人が参加しました。研修会は「健康な身体づく
りと豊かな心・支え合う力で地域を元気に」をテーマに、午前の部で
は雫石町国体デモンストレーションスポーツである3Ｂ体操の体験、
午後は「セルフケアで心を元気に　－ストレスへの気づきと対処のコ
ツ－」と題し、未来の風せいわ病院理事長である智田文徳氏を講師に
招き、講演をしていただきました。終始笑顔が絶えず、心身ともに健
康であるための学びとなる、実りある研修会となりました。
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小学校統合に向けた取り組み（第３回）
しずくいしの教育

特 集
　学校教育課では、小学校統合に向け、それぞれの地区に「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、６月号で報告（５月末までの開催状況）した以降の進捗状況を地区ごとにお知らせします。

　御明神小ＰＴＡからは平成26年12月、橋場小ＰＴＡか
らは平成28年４月に準備委員会設置への合意を受け、
６月15日に準備委員会設置へ向けた事前打ち合わせを
行いました。両校の校長、学校評議員及びＰＴＡ役員、
計18名に参加案内を行い、13名の皆様に出席いただき
ました。
　事前打合せでは、先行している御所地区での「委員」
の選び方、準備委員会を進める上での問題点等を参考
として、今後の進め方などを話し合いました。また、
両校のＰＴＡ会長からは、「子ども達のために皆さんの
意見を聞きながら真剣に取り組む。」、「お互いの地域
を理解し元御明神村がより良くなるよう協力していき
たい。」との前向きな姿勢が示されました。
　すでに橋場小から「準備委員会委員の推薦名簿」が
提出され、御明神小からも「推薦名簿」が提出される
予定ですので、１回目の「御明神地区小学校統合準備
委員会」は８月下旬に開催できる見込みです。

　平成26年12月に下長山小ＰＴＡから、平成28年
５月に上長山小ＰＴＡから、同じく６月に西根小Ｐ
ＴＡから統合準備委員会設置への合意をいただき
ました。
　ただし、上長山小ＰＴＡからは「準備委員会の
協議内容に納得できない場合は、脱退する可能性
もある。」、西根小ＰＴＡからは「準備委員会参加
への合意をしただけで、統合に合意したわけでな
いので、十分な協議と資料提出をお願いしたい。」
との条件も付されております。
　西山地区では27名に参加案内を行い、23名の出
席を得て７月20日に準備委員会設置へ向けた事前
打ち合わせを行いました。事前打ち合わせでは、
準備委員会の具体的な進め方、委員の役割等への
質問があり、準備委員会から次の準備委員会まで
には地元の意見を集約するための時間的余裕を設
けることなどを確認しました。なお、委員の推薦
期限は、８月末としております。

御所地区

御明神地区 西山地区

小学校統合の対象となる地区の皆様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。

【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

　平成28年１月22日に１回目の「御所地区小学校統合準備委員会」（委員21名）を開催し、以降５月末までに準備
委員会を計３回、役員会を計３回それぞれ開催しました。その間、「統合に使用する校舎」を決定するため、各
教室の面積及び各小学校の維持管理費の比較表等を基に協議を進めてきました。現時点での委員は23名です。
　御所地区は他の地区に先行して進んでおり、西山及び御明神地区の参考事例としての役割も担っていただいて
います。

【６月～７月の動き】
 ６月16日 　御所保育園にて説明会開催（11名参加）
・進捗状況及び今後の予定を説明。参加者からは、計画どおり平成29年４月に統合できるか、安庭小の放課後児
童クラブでは狭いのではないか等の意見が出されました。

 ６月22日 　準備委員会役員会開催
・準備委員会へ提示する資料（案）の検討と次回の準備委員会開催日程を決定しました。

 ７月21日 　第４回準備委員会を南畑小で開催（23名中19名参加）
・南畑小施設見学。「統合に使用する校舎」の考えを委員一人ひとりが発表し、「統合に使用する校舎」を次回の
準備委員会で決定することを確認しました。
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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

『歴史に気候を読む』
吉野　正敏/著（学生社）

　あらゆる人間の営みの歴史の
中で、気象が関係している現象
は数限りなくあります。
　この本には日本史から世界
史、時間では古代から第二次世
界大戦中までの間に起きた「気
象」が「歴史」へ与えた影響を、
著者は懇切丁寧に解説していま
す。雫石在住で国際的にも活躍
する気象学者の著者の放つ、渾
身の一冊です。

しずくいしおはなし会
日 ８月27日（土）10：00～10：30　場 町立図書館
「へっぷりむすこ」ふじ　かおる/文
「せかいでいちばんつよい国」デビット・マッキ―作

たんぽぽおはなし会スペシャル
日 ８月25日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
・えほん「びっくりはなび」
・紙芝居「おそろいパンツ」

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ９月５日（月）10：30～11：00　場 健康センター

読書の壺　今月のこの一冊 聞いて楽しいおはなし会
幼児・小学生対象

乳幼児対象

乳幼児対象

お知らせ（図書館の利用について）

岩手県中学校総合体育大会等結果〔７月16日～19日〕　※３回戦以上進出のみ

全日本中学校通信陸上競技大会岩手大会結果〔７月３日〕　※東北大会出場決定者
★陸上　男子（3000ｍ）　第３位　杉田真英
　　　　女子　（200ｍ）　第３位　用　呼々
　　　　　　　（800ｍ）　第４位　長坂桜花

★陸上　男子（１年100ｍ）　　 第７位　細川翔汰
　　　　　 　（２年100ｍ）　　 第８位　向野理央
　　　　　 　（共通200ｍ）　　 第８位　横手凌河
　　　　　 　（１年1500ｍ）　　第７位　若林夢希
　　　　　 　（共通3000ｍ）　　第５位　杉田真英

（低学年リレー）　
第４位（細川翔汰、向野理央、高前田涼斗、吉田流華）
（共通110ｍハードル）　第４位　加藤賢士朗

　　　　女子（１年1500ｍ）　　第３位　桐山はる菜
　　　　　 　（共通200ｍ）　　 第４位　用　呼々
　 　　　　　（低学年リレー）　第５位（村田美月、高橋玲美、澤田夏芽、新里怜奈）

（共通800ｍ）　 第４位　長坂桜花
（共通砲丸投）　第６位　沼田栞音

★水泳（７月９日～10日）
　男子（200ｍ自由形）　優勝　吉田　翼　 東北大会 
　　 　（400ｍ自由形）　第８位　吉田　翼
　女子（800ｍ自由形）　第５位　藤原愛結
★バスケットボール
　女子　準優勝　54－68　白百合学園中　 東北大会 
★バレーボール
　男子　第３位　２ー０　渋民中　 東北大会 
★ソフトテニス　
　個人　女子　３回戦　
　　　　　簗場美織・山本ふた葉　１ー４　湯本中

★卓球　
　女子　ベスト16　高橋佑奈　 東北大会 
★バドミントン
　個人　女子（シングルス）第４位　大久保　海　
★柔道　
　団体　女子　３回戦　１－２　東和中
　個人　男子　（66 kg級）　 第３位　藤平涼麻
　　（90 kg超級）　優勝　須藤　駿　 全国・東北大会 
　　　　女子　（48 kg級）　ベスト８　晴山凪葵　
　　（70 kg超級）　優勝　谷地　望　 全国・東北大会 

報告

報告

柔道個人男子・女子全国大会進出決定！おめでとうございます。

【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】
　　　　 　８月15、22、29日
　　　　 　９月５、12、20、26日

 期間 　８月25日（木）まで
 場所 　図書館企画展示コーナー
　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し、貸出します。

おばけの絵本や妖怪の本を展示いたします。
　 期間 　８月中　　 場所 　図書館児童コーナー

読書感想文コンクール課題図書展

こわいほん展
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第42回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28日（木）に県営屋内温水プールにおいて、町内10校の小学校が集まり
水泳記録会が開催されました。今年はなかなか梅雨明けせず悪天候が続き、
思うように練習することができませんでしたが、皆力いっぱい50Ｍを泳ぎ
きっていました。今回は新記録は出なかったものの、自己ベストを更新でき
た児童がたくさんいました。この結果で、十分素晴らしい大会だったと言え
るでしょう！保護者及び地域の方々、児童への温かいご声援をありがとうご
ざいました。

報告

種　目 順位 ５年女子 ６年女子 ５年男子 ６年男子

50ｍ
自由形

１位 奥山　小雪（上長山）
46秒03

今野　菜那（下長山）
39秒98

吉田　蒼生（安庭）
47秒59

渡邉　岳流（雫石）
36秒19

２位 髙橋　明希（安庭）
48秒82

三浦　唯愛（七ツ森）
41秒23

上山　聖斗（安庭）
48秒32

中屋敷奏太（御明神）
38秒75

３位 佐渡日菜々（七ツ森）
51秒82

佐々木春陽（七ツ森）
43秒06

若松　昌哉（南畑）
48秒78

杉本　柊（雫石）
40秒84

50m
背泳ぎ

１位 岩持　華菜（御明神）
58秒94

長坂　柊花（七ツ森）
45秒87

沼田　昊大（雫石）
54秒59

原　駿介（御明神）
50秒57

２位 髙橋　明希（安庭）
１分03秒03

今野　菜那（下長山）
50秒15

安本　空良（橋場）
59秒81

中屋敷奏太（御明神）
52秒30

３位 神田結衣花（雫石）
１分05秒49

山本　紅愛（御明神）
51秒88

新井　大翔（安庭）
１分00秒71

堀合　柊羽（雫石）
52秒61

50m
平泳ぎ

１位 渡邉　野和（雫石）
59秒64

上路　華子（七ツ森）
53秒45

佐々木陽斗（雫石）
１分00秒74

深澤　孝（雫石）
51秒61

２位 丸山　　泉（下長山）
１分08秒90

徳田　南果（七ツ森）
54秒37

谷地　翔成（御明神）
１分05秒32

原　駿介（御明神）
51秒99

３位 佐藤　凜香（上長山）
１分08秒95

中田　美佳（雫石）
59秒40

小笠原愛輝（安庭）
１分06秒47

藤原朔太郎（雫石）
52秒04

50m
バタフライ
（共通）

１位 村田　萌生（雫石）　 　36秒81 佐々木将成（雫石）　 52秒55

２位 長坂　柊花（七ツ森）　 43秒89 田沼　直剛（七ツ森）　 53秒06

３位 羽上　愛那（七ツ森）　 １分02秒52 村山　聖　（七ツ森）　 １分00秒86

200m
リレー
（共通）

１位 七ツ森（三浦、長坂、佐々木、上路）　　　
２分42秒43

雫石（細川、杉本、谷藤、渡邉）
２分49秒68

２位 雫石（村田、畠山、畠山、曽根田）
２分54秒81

御明神（中屋敷、原、植野、原）　　
２分55秒88

３位 御明神（山本、福士、細川、若澤）　
３分14秒30

七ツ森（村山、山内、田沼、佐々木）    
３分21秒58

200m
メドレー
リレー
（共通）

１位 七ツ森（上路、勝田、長坂、三浦）　　　
３分11秒36

雫石（髙橋、深澤、佐々木、渡邉）　　　
３分17秒20

２位 雫石（曽根田、中田、村田、細川）　
３分23秒99

御明神（原、植野、中屋敷、原）　
３分17秒61

３位 御明神（山本、小田、林尻、福士）
３分45秒40

七ツ森（吉田、畠山、田沼、山内）　　
３分43秒81
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教育委員会定例会リポート／情報モラル教育行政・学校のページ

 教育委員会定例会リポート（６・７月）
― その１　議案編（７月定例会）　以下の案件が可決されています。 ―
１．平成29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

― その２　質疑応答編（６月） ―

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）

　６月の定例会では、小学校適正配置に係る校名の公募及び統合後の学校林の取り扱い、小学校水泳記録会への対
応、東京藝術大学のメインコンサート開催日程についてなどが話し合われました。

〈町立図書館の「音」について〉
委員 図書館利用者から２階大会議室からの「音」が
聞こえるとの情報提供があったが把握しているか。
教委 ２階からの「音」については把握しておりませ
んでしたが、こちらで確認を行い「騒音」に分類さ
れる音であれば、早急に対応すべき事案と考えます。
図書館は、児童・生徒の貴重な学習の場であること
を認識し取り組んでまいります。

〈雫石町文化財保護審議会の開催状況について〉
委員 町文化財保護審議会はどのような頻度で開催す
るものか。
教委 委員の任期は２年間となっており、今年度から
新たな任期となっています。町文化財保護審議会は
任期替えの際には委嘱状交付を兼ねて開催します
し、今年の３月11日に国の文化審議会で登録有形文
化財として答申された「上和野馬頭観世音本堂」並
びに「上和野馬頭観世音旧堂」についても、前段と
して町文化財保護審議会で審議しています。

新入学予定児童の健康診断を実施します。

７月５日情報モラル教育研修会を開催しました。

平成28年度第１回「ノーゲームデー」取り組み結果について

「いじめ防止標語」～西根小学校児童会の取り組み～

　町教育委員会では、平成29年４月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を実施します。
　対象となるお子さんのご家庭には、９月中旬までに受診日時や場所等のお知らせを郵送しますので、ご確認のうえ、必
ず受診してください。
　なお、お知らせが届かない場合や当日都合がつかない場合は、学校教育課（692-6412）までご連絡ください。

　この研修会は、町内の小中学校教員と雫石中学校の生徒及び保護者を対象として雫石中学校を会場に開催し、総合学習
の時間を活用して実施したものです。
　近年、インターネットやスマートフォンなどの急速な普及により児童生徒が様々なトラブルに巻き込まれる事件が多発
していることから、未然にトラブルを防ぐための使い方や安心安全なネット利用の仕方について、LINE株式会社ライン
オフィシャルインストラクターの柴田保文氏を講師に招き、また町教育委員会生涯学習課の柴田慈幸主査が、それぞれ講
演を行いました。
　ネット上のサイトから犯罪に巻き込まれてしまうこと、相手の顔が見えない中でのメールのやり取りでは、気が付かな
いうちに相手を傷つけている場合があることなどのほか、スマートフォンやゲームの依存症の怖さなど、改めて再確認す
るよい機会となりました。

　６月28日（火）に第１回「ノーゲームデー」を実施しました。小中学校どちらの実践区においても、昨年度第１回の取り
組み結果の達成率を上回る結果となり、特にも中学校実践区においては99.3%と８%も上回る結果となりました。ただ、
小学校実践区では、高学年になるに従い達成率が下がる傾向にあるようです。
　ご家庭・学校・地域の皆さま、ご協力ありがとうございました。
☆町内全学校の達成率　小学校　94.4％（昨年度91.0％）　 3.4％UP 
　　　　　　　　　　　中学校　99.3%（昨年度90.9％）　 8.4％UP 

　６月に西根小学校では児童会を中心に「いじめ防止標語」を作成し、新聞等でも問題になっているいじめについて考え
る機会をもちました。集まった作品から児童会の執行部が投票をして、良い作品を選んで表彰をしました。いじめの根本
的な防止のためには、児童たち自身の心を育むことが必要であることを考えると、こうした取り組みが今後も期待されま
す。最優秀賞には次の標語が選ばれました。

○最優秀賞　２年　矢幅　心　　　「いのちをまもろう　いじめをしたら　かならず自分にかえってくる」

報告

報告

報告

お知らせ
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　安庭小学校

　東日本大震災を契機に、岩手県ではこれからの人材育
成の柱として「岩手の復興教育」が進められています。
　本校では平成26年度、土曜参観において全学年が復興
教育副読本を活用した授業を行いました。
　昨年度は、防災教育を中心に、これまでの教科や道徳、
行事の計画を組み直し、次の３つの教育的な価値を順番
に学ぶようにしました。

　安庭小学校では昨年度、岩手県教育委員会の指定を受け、岩手の復興教育副読本の効果的な活用についての研
究に取り組みました。育みたい力は、児童一人ひとりの主体性と実践力です。

　学ぶ動機を持ち、体験などから知識や学び方を学び、
俺を使って思考・判断し実践すると言う学習の流れを繰
り返すことにより、子どもたちは進んで課題に向かい、
解決しようとする主体性が高まりました。
　また、防災教育をこれまでの教え込む訓練的なもので
はなく、地域の実際の状況や条件、情報をもとに一人ひ
とりが自ら思考・判断し行動する学習活動に転換してい
きました。このことより、子どもたちは問題を自分ごと
としてとらえ、解決に向かって粘り強く考え、力を合わ
せて取り組む実践力が身についてきています。

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

安庭小学校副校長　片野　正貴

いきる　…必要感や切実感をもち意欲や関心を高める
　⬇
かかわる…人・もの・ことと関わり知識や理解を深める
　⬇
そなえる…思考、判断し問題を解決する実践力を高める

縦割り班掃除中に強い地震、そし
て火事、また余震…変化する状況
の中で、どのようにして身を守る
かそれぞれが考え行動

２月の避難訓練 高学年は低学年の誘導
を考えながら避難

２年　髙橋　悠奈
「たこおやぶんのくるんくるん」
○たこおやぶんの足をぐるぐるかく
のがたのしかったです。でも、足が
８本もあったので、頭の中がぐちゃ
ぐちゃになりました。
◆重なりや交わりを考えて、できる
だけ長い足を描くことができまし
た。ていねいに描かれた８本の足は、
まるで生きているようです。

４年　村田　菜音
「水玉ハートボックス」

○自分の大事な宝物を入れるボック
スです。画用紙を組み合わせて鉛筆
立てをつくったところをがんばりま
した。大事に使いたいです。
◆鉛筆立てだけでなく、髪留めのゴ
ムをかけるフックなども工夫してつ
けています。水玉やハートの模様を
箱のまわりに丁寧に描いて仕上げま
した。

５年　三河　楓夏
「車輪」

○自転車の車輪を描きました。見た
ものをそのまま描くということが難
しかったです。大きさの割合を調節
することが大変でした。
◆直線が多い自転車の車輪を、バラ
ンスに気をつけて画面いっぱいに描
くことができました。細かい部分も
本物のように丁寧に描きました。

いわての復興教育～考える「防災教育」へシリーズ「輝」
№134
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　今回、雫石中学校吹奏楽部にインタビューさせていただ
きましたが、実は私も雫中吹奏楽部の一員として東京藝大
のみなさんとふれあいコンサートに出たことがあります！
もう10年も前ですが…。藝大生の方と撮った写真も残って
いて、とても懐かしく楽しい思い出です。（K）

　７月28日～31日の間、富士市雫石町交流事業が行われ、
富士市からは36名の児童が来町しました。29日には小岩井
農場で森林体験を行い、私も統導しました。小岩井農場の
広大な森の中で１日木材を使った隠れ家を作ったり、川の
中でサワガニを見つけたりと思いっきり遊びました。（Ｓ）

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！

　「第11回ふれあいコンサート in 雫石」が、７月30日（土）に小岩井農場まきば園で、31
日（日）に野菊ホールで開催されました。31日の野菊ホールメインコンサートには町内外
から600人を超える観客が来場し、東京藝術大学器楽科有志による一流の演奏や、藝大
生と雫石中学校吹奏楽部、雫石町内の各合唱団との息の合った演奏を楽しみました。美
しい音色の木管五重奏ディベルティメントやディズニーメドレー、イギリス民謡組曲な
ど、多彩な曲目が披露され、会場は大いに盛り上がりました。

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17回 Ｋ編第５回〉　雫石中学校吹奏楽部　佐

さ さ き

々木七
な ゆ

夕さん、後
ごとう

藤理
り こ

子さん

（Ｋ）ふれあいコンサートを終えての感想をお願いします。
（佐々木七夕さん：以下（佐））プロの人たちの隣で演奏して
違いがあったし、自分たちもその人たちに近づけようと思っ
て演奏して成功したので良かったです。
（後藤理子さん：以下（後））なかなかない貴重な経験なので、
そのなかで藝大生の方々と演奏させていただいて、勉強にな
りました。
（Ｋ）東京藝術大学のみなさんとの交流や練習はどうでした
か？
（後）緊張しました。ですが、藝大生のみなさんに力を抜い
てとか優しい声をかけていただいたので、みんなそれぞれい
い演奏ができたかなと思います。

（Ｋ）藝大生のみなさんとの練習で様々なことを教えていた
だいたと思いますが、それらを踏まえて、今回のコンサート
で気を付けたところ・心掛けたことはありますか？
（佐・後）出だしの部分や終わりの部分などの細かいところ
を注意したり、藝大生にひとつひとつの音を合わせたりとい
うところを気を付けました。
（Ｋ）今後の目標を聞かせてください。
（佐）雫中祭や定期演奏会にむけて、練習やコンサートで藝大
生の方から教えてもらったことを一人一人活かせるように今
後も頑張りたいと思います。
（K）最後に、町民のみなさんに伝えたいことはありますか
（佐）雫中祭や定期演奏会をぜひ見に来てほしいです。雫中
祭は、いつもは体育館でやっていたんですけど、今年は野菊
ホールで演奏します。他にも合唱などいろいろあります。定
期演奏会も野菊ホールで行いますのでぜひ見に来てください。
（K）貴重なお話をありがとうございました。

【お知らせ】
　下記の日程で雫石中学校吹奏楽部による演奏会が行わ
れます。日頃の練習の成果を発表する貴重な機会ですの
で、ご家族やお友だちを誘って、ぜひお越しください！

 雫中祭 　10月１日（土）　中央公民館　野菊ホール
※ 中学校の改修工事のため、今年は体育館ではなく野菊
ホールでの開催となります。
 定期演奏会 　10月９日（日）　中央公民館　野菊ホール

佐々木七夕さん（左）、後藤理子さん

31日に野菊ホールで開催されたメインコンサート

　今回の対談では、ふれあいコンサートに出演した雫石中学校吹奏楽部のみなさんを代表して、部長の佐
さ さ き

々木七
な ゆ

夕さん、副部
長の後

ご と う

藤理
り こ

子さんから、出演しての感想や今後の目標についてお話を伺いました。
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