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教育しずくいし

それぞれの想いを乗せた バトンをつなぐ
第51回雫石町小学校陸上記録会
※写真は男子400メートルリレーの様子

６月23日
（金）
、第51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。当日は天候にも恵ま
れ、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、今年も多くの大会新記録
が生まれました。児童の皆さん、応援していただいた
父母および地域の皆さん、大変お疲れ様でした。
※陸上記録会新記録樹立選手紹介を４ページ、上位入
賞者を５ページに掲載しています。
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〔５月25日・６月15日〕今年度も好評開催中！ イケてるおやじ＆マダム学園
中央公民館生涯学習事業・長寿支援課一般介護予防事業「イケてるおやじ＆
マダム学園」は、54人の入学生を迎え、今年も開校しました。
５月25日（木）は本年度の入学式を行った後、コミュニケーションゲームで交
流を図り、６月15日（月）には国道46号の御明神から七ツ森までの区間を清掃し
ました。
次回は、鞍掛山登り挑戦組と調理実習挑戦組に分かれて活動する予定です。
〔５月30日〕40回目の歴史を刻んだ

雫石中学校国道清掃

この国道清掃は、昭和53年に始まり、「ごみゼロ」にちなみ毎年５月
30日前後に実施しているもので、今年度は、雫石中学校の３年生124人
が８班に分かれ、仙岩トンネル周辺から雫石バイパス西口までおよそ
９km の道のりを清掃しました。
生徒たちは、郷土「雫石」の環境を守るため、道路脇の草むらにも分
け入りながら、ペットボトルや空き缶などのゴミを拾い集めていました。収
集したゴミを見た生徒たちは、その量に驚きながらも、自分たちの活動に
よって町がきれいになったことを実感し、
充実した表情を浮かべていました。
〔６月８日〕友好都市青少年留学の翼事業に参加しているドイツ学生が町長を訪問
雫石町国際交流協会が主催する『ドイツ友好都市青少年留学の翼』事
業の参加者であるドイツ学生12人と教員２人、そして町国際交流協会の
上原会長と瀬川事務局長、通訳として岩手県立大学の劉文静教授が町役
場を訪れました。ドイツ訪問団の学生と教員は、当町を訪問しての感想
発表や自己紹介をしました。
一行は、雫石町に６月３日（土）〜６月11日（日）の９日間滞在し、日本
文化体験や被災地訪問を行いました。
〔６月24，25日〕全日本バレーボール小学生大会岩手県大会

雫石排球男

悲願の初優勝！

ファミリーマートカップ第37回全日本バレーボール小学生大会岩手
県大会が花巻市総合体育館を主会場に開催され、雫石排球男が男子の
部において見事、優勝を果たしました。
岩手県を代表するチームを決める今大会で、雫石排球男は男子の部
（出場22チーム）に出場し、予選から決勝まで、一セットも相手チー
ムに譲ることなく、息の合ったプレーで勝利を収めました。
雫石排球男は、雫石小学校と御明神小学校の子どもたちが集まった
チームで、今年で結成14年目を迎えての悲願の初優勝となりました。
戦

績 予 選
準決勝

対住田（２ ０）、準々決勝
対真城（２ ０）、決
勝

対杜陵（２ ０）
対奥州江刺（２ ０）

全国大会は８月７日（月）〜10日（木）までの期間、東京体育館などを会場に開催されます。全国の舞台で戦
う雫石排球男の皆さんを応援しましょう！
〔６月25日〕秋田県と山形県にまたがる鳥海山に挑戦！

平成29年度雫石町民登山

登山口付近では、曇り空から時々太陽が姿を見せるも、場所によっ
ては濃霧に覆われる中、スタッフを含む参加者44人が七合目付近に
ある鳥海湖を目指しました。
雪の残る登山道を進み、２時間半かけて目的地に到着。周りがびっ
しりと雪で覆われた鳥海湖を望みながら、昼食を食べた後に、参加
者全員で集合写真を撮り、下山をしました。
参加してくださった皆様、同行指導してくださった雫石町山岳協
会の皆様、大変お疲れ様でした。
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しずくいしの教育

特集
現代の日本は世界でも屈指の「物の豊かさ」を誇ります。しかし、豊かな生活には「心の豊かさ」も大切では
ないでしょうか？心の豊かさを実感させてくれるものは人によって異なりますが、文化芸術は心の豊かさにつな
がるものの一つです。今回は、主に、野菊ホールを会場とする舞台芸術の鑑賞事業にスポットを当て、教育委員
会の取り組みを紹介します。

《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。本年度の演目は演劇と落語を実
施しました。小学校高学年および中学校を対象とした『わんぱく寄席・学校寄席』では、落語の解説の後、実際
に児童生徒さん達に壇上で小噺をしてもらうワークショップを行い、普段ふれたことのない日本の伝統文化、落
語という生きた言葉による演技の奥深さを体験しました。

会場が沸いた「かさ回し」

日本の伝統文化にふれる「落語体験」

演劇「一休さん」

《東京藝術大学合宿招聘事業》
東京藝術大学音楽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お伝えしてきた本事業は、今年で第12回を数えます。
昨年度までと同様にまきば園でのミニコンサートと、野菊ホールで行うメインコンサートを予定しております。
コンサートは入場無料となっております。この機会にぜひ、東京藝大が奏でる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る素敵なひと時をお約束します。

第12回ふれあいコンサート in 雫石

東京藝大と雫石中学校吹奏楽部との共演

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でど
なたでも気軽に楽しめます。
【日時】７月30日（日）14：00開演（13：30開場）
【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、小岩井農場まきば園
♪まきば園ミニコンサート♪
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開場で開催しま
す。
【日時】７月29日（土）１回目 11：30開演
２回目 14：30開演

まきば園ミニコンサートでのサックス四重奏

【場所】小岩井農場まきば園内まきばのホール
【入場料】無料
※ただし、まきば園入場料が別途必要です。
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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

聞いて楽しいおはなし会

『盛岡起点日帰り１泊で楽しめる岩手県の渓流
県北篇 東北の渓流釣り場ガイド①』
（山と渓谷社）

しずくいしおはなし会

釣りシーズンを心待ちにして
いた方々に是非読んで欲しい本
書は、有望な渓流釣り場として
37渓流を紹介しています。雫石
町からは、竜川、志戸前川、葛
根田川、鶯宿川、南畑川、矢櫃
川の釣れる魚、釣れるポイント
まで詳しく掲載されています。
本書を片手に釣りを楽しんで
みませんか。

日 ７月22日
（土）11：00〜11：30 場 町立図書館
★「ずーっとずーっとあめ」織茂 恭子/作 ほか
※４月から第２、第４土曜日の月２回開催しています。
８月は26日（土）14：00〜14：30の１回だけです。

たんぽぽおはなし会
日 ７月20日
（木）10：30〜11：30

場 中央公民館

★えほん「ワニくんの絵日記」
★紙芝居「けんかだま」
★工 作「アイスクリームを作ろう」 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）
【開館時間】9：00〜17：00
（水・金曜日は18：00まで）
【７・８月の図書館休館日】
毎週月曜日（ただし、７月17日は開館し、18日を休
館とします。
）

日 ８月７日
（月）10：30〜11：00

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。

県民体育大会ソフトテニス競技
町村対抗の部で雫石町女子が優勝！
６月25日
（日）
、北上市和賀川グリーンパークテニスコートにおいて、
県民体育大会ソフトテニス競技地区対抗が開催され、Ｂ地区（町村の部）
女子対抗戦で雫石町が見事優勝しました。
４チームで争った予選リーグを勝ち抜いた雫石町は、奥州市前沢区と
の決勝戦を２−０で制し、４年ぶり６回目の優勝を果たしました。
（敬称略）
陸上記録会新記録多数！大会新記録・タイ記録を達成した選手を紹介します。

【６年男子80Ｍハードル】
和成（下長山・写真中央）14秒３

小田

１位
２位

4

【５年女子80Ｍハードル】
櫻小路 葵（下長山・写真右）16秒２
煙山紅之葉（雫石・写真中央）16秒４

大会新

大会新
大会新

石田

細川

【５年男子100Ｍ】
龍翔（御所）14秒５ 大会新

【５年男子80Ｍハードル】
隆清（御所）15秒１ 大会タイ
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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… 各種スポーツ大会結果（敬称略）

〔６月23日〕 雫石町小学校陸上記録会
５

年

６

年

100M
女子

１位
２位
２位
２位
男子 １位
２位
２位

瀬川 心桜（雫石）
尾形 優菜（御明神）
櫻小路 葵（下長山）
福田 陽菜（西根）
石田 龍翔（御所）
楢山 考輝（雫石）
谷藤 惺南（雫石）

16秒4
16秒6
16秒6
16秒6
14秒5
15秒9
15秒9

大会新

１位 四ツ家愛華（御明神）
２位 齋藤あかり（雫石）
３位 細川
愛（雫石）

15秒0
15秒2
15秒3

１位 川崎
２位 曽根
３位 用

14秒3
14秒4
14秒7

卓磨（雫石）
大和（雫石）
一冴（七ツ森）

800M 女子
１位 村田 菜音（御所）
２位 平野ひまり（雫石）
３位 村田
葵（御所）
１位
２位
３位
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
１位
２位
３位
１位
２位
３位
１位
２位
３位
１位
２位
３位
１位
２位
３位
１位
２位
３位
１位
２位
３位

2分54秒4
3分00秒4
3分02秒4

１位 白木 美樹（雫石）
2分44秒3
２位 浦田 美咲（下長山）
2分47秒3
３位 村田 萌生（雫石）
2分55秒3
1000M 男子
田村 悠貴（雫石）
3分33秒2
１位 下川原航太（雫石）
3分25秒7
小林 龍弥（雫石）
3分33秒8
２位 谷地 翔成（御明神）
3分27秒1
安達 大翔（雫石）
3分35秒9
３位 中野 瑠那（雫石）
3分36秒2
80M ハードル
櫻小路 葵（下長山）
16秒2 大会新
１位 松原 佑奈（雫石）
16秒3
煙山紅之葉（雫石）
16秒4 大会新
２位 渡邉 野和（雫石）
16秒6
村田 桃華（御所）
17秒4
３位 平子
陽（雫石）
16秒7
細川 隆清（御所）
15秒1 大会タイ
１位 小田 和成（下長山）
14秒3 大会新
青山
源（雫石）
17秒1
２位 小林 弘人（西根）
15秒0
大友 煌貴（雫石）
17秒3
３位 上野 佑陸（雫石）
15秒2
走㳦高跳㳏 順位㳋試技回数㳇㳤㳧
藤田 唯愛（御明神）
1ｍ06
１位 四ツ家愛華（御明神）
1ｍ22
村田 菜音（御所）
1ｍ06
２位 杉村 茜音（雫石）
1ｍ18
村田
葵（御所）
1ｍ03
３位 丸山
泉（下長山）
1ｍ09
千葉 光智（橋場）
1ｍ13
１位 小田 和成（下長山）
1ｍ24
澁田 陽樹（御所）
1ｍ13
２位 上和野琉翔（御明神）
1ｍ21
林崎 聖哉（下長山）
1ｍ05
３位 若松 昌哉（御所）
1ｍ19
走㳦幅跳㳏
煙山 心花（上長山）
2ｍ94
１位 佐藤 凛香（上長山）
3ｍ64
中屋敷優愛（雫石）
2ｍ93
２位 武田ミッシェルエンジェル（七ツ森）3ｍ46
武田 愛桜（雫石）
2ｍ92
３位 高橋 白羽（雫石）
3ｍ39
千葉 太智（橋場）
3ｍ59
１位 杉澤 直輝（御所）
4ｍ02
若澤 明哉（御明神）
3ｍ45
２位 高橋 洸斗（御所）
3ｍ94
勝田 玲臣（七ツ森）
3ｍ32
３位 小赤澤 煌（橋場）
3ｍ58
㴳㱟㵂投㲮
煙山 心花（上長山）
32ｍ40
１位 坂井彩也花（上長山）
39ｍ75
和田 舞咲（雫石）
25ｍ03
２位 山本 心菜（御明神）
38ｍ50
横手 夕莉（雫石）
19ｍ04
３位 松原 希佳（上長山）
35ｍ60
岡森
廉（上長山）
44ｍ80
１位 天瀬 颯太（御明神）
53ｍ40
岩持 悠日（御明神）
42ｍ58
２位 小笠原愛輝（御所）
50ｍ69
千葉 太智（橋場）
42ｍ10
３位 町場 大海（御明神）
44ｍ38
400M リレー（共通種目）女子
400M リレー（共通種目）男子
雫石小学校
59秒3
１位 雫石小学校
56秒1
御所小学校
1分02秒0
２位 御所小学校
58秒7
七ツ森小学校
1分03秒2
３位 橋場小学校
1分00秒3

〔６月10・11日〕雫石町スポーツ少年団春季野球大会
【優 勝】安庭ブルーサンダース
【準優勝】雫石ダイナミックス
〔６月25日〕雫石町民グラウンド・ゴルフ大会
《男子の部》
【優勝】大久保芳夫 【準優勝】村上
《女子の部》
【優勝】小田 チヨ 【準優勝】鈴木

〔６月18日〕雫石町民ゴルフ大会
【優 勝】古舘
純 【準優勝】田中
【第３位】佐々木富夫

直栄
正子

【第３位】川井
【第３位】高村

勝利

清次
ノリ
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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14回）

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、
小学校統合に関するスクールバスの運行方針および校歌の作成方法、岩手山ろくファミリー
マラソンの参加状況、七ツ森周辺松林の伐採状況、今年度の富士市との交流事業の計画についてなどが話し合わ
れました。

― 6月定例会

議案編 ―

１．雫石町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
２．雫石町児童生徒就学援助事業実施要綱の一部改正に関し議決を求めることについて
３．御明神小学校校歌の歌詞及び校章募集要項の制定に関し議決を求めることについて
４．御明神小学校校歌の歌詞及び校章選考要領の制定に関し議決を求めることについて
５．西山小学校校歌の歌詞及び校章募集要項の制定に関し議決を求めることについて
６．西山小学校校歌の歌詞及び校章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）

小学校統合に向けた取り組み（第14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
・校歌の歌詞と校章のデザインについては、７月７日（金）まで募集し、募集結果をもとに７月12日（水）
に準備委
員会を開催し、校章の決定、児童の所持品などについて協議されました。

西山地区
６月13日 第10回準備委員会 西山公民館にて開催（40人中34人出席）
・校名について、上長山小学校と下長山小学校と西根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、56件の応募があり、これをもとに準備委員会で協議し、
「西山小学校」
に選定しました。校名決定の手続きについては７月７日（金）の総合教育会議にて町長と協議し、その後教育委
員会臨時会にて協議されました。
・西山小学校の新しい校歌の歌詞及び校章は、下記のとおり募集することにしました。

雫石町立西山小学校の校歌の歌詞と校章のデザインを募集します
西山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21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〉西山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その説明。
〈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、町で毎年「ふれあいコンサート」を実施し、雫石中学校の吹奏楽部へご指導いただいている東
京藝術大学へ依頼する予定です。校歌の歌詞には、応募された言葉やフレーズを取り入れ制作していきます。
○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。
■次回は、７月25日に準備委員会専門部会を開催し、校章の決定などについて協議する予定です。

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 下長山小学校

シリーズ「輝」「思い出とともに」

校長

№145

目時

雄二

下長山小学校は学校創立143周年を迎える歴史ある学校です。
西山地区３校での学校統合が決定し、今年度で下長山小学校は
閉校となり、
来年度からは新しい小学校としてスタートします。
本校は明治７年野中地区に開校し、長山簡易小学校、下長山尋
常小学校、下長山国民学校、下長山小学校と改称しながら昭和
30年の町村合併により雫石町立下長山小学校となりました。そ
の２年後には旧校舎（※写真）が建てられ、５年後には学校給
食が始まりました。現校舎は昭和60年に落成し、教室や広い廊
下、ひびきあい広場やランチルームが整備され、現在も全校児

旧校舎

童61人が元気に学校生活を送っています。

運動会での白熱した応援合戦

古くから学問と運動の両立を目指し、国語科を中心に各教科の指導研究を推進すると共に、下長山スポーツ少年団
は軟式野球や相撲、冬のスキーの活躍を始め、女子バレーボールは多くの県大会の優勝と共に全国大会での輝かしい
成績があります。５月には下長山小学校最後の運動会を学区民運動会と同日に行い、地域の皆様への感謝の気持ちを
全力の演技や競技で表すことができました。
子どもたちの力作を紹介します

や ま だ

ゆ う と

−本人（○）と先生（◆）からのコメント−

か み さ わ だ

あ ん な

お

だ

かずまさ

１年 山田 悠斗
「おひさま にこにこ」

４年 上澤田 晏奈
「水が出る木」

６年 小田 和成
「心のもよう」

○にじいろのおひさまが、星の子どもや、
いん石のお兄ちゃん、太陽のお姉ちゃん
たちとなかよく遊んでいるところをかき
ました。

○ビー玉の通り道をたくさん 作りまし
た。宝箱の中にかくれたゴールがありま
す。ビー玉を最後にキャッチするカップ
を工夫したので、
とるのがおもしろいです。

○自分の心の複雑なもようについて描い
てみました。一つひとつデザインがちが
うところを工夫して描きました。墨の濃
さをかえてかけたのでよかったです。

◆色をたくさん使ってかいた大きなおひ ◆製作途中で、次々と新しいアイディア
さまは、笑顔もすてきですね。お友だち が思い浮かび、それを形にするために
と遊ぶのが楽しいことが伝わってきます。 様々な材料を使いました。思いがあふれ
出すような、のびのびした作品に仕上が
りました。

◆墨の濃い部分や薄い部分をかいて、イ
メージした模様を上手に表現できました
ね。
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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４回「ベンチプレス（プッシュアップ）
」編
今回から上半身を鍛えるトレーニング器具の紹介です。このベンチプレス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）
、三角筋（肩関節を覆う厚い筋肉）中部と上腕三頭筋（上腕後面の大きな筋肉）
です。

ウェイトをセットしたら台上に仰向けに寝ます。
両足、臀部、背部、頭部を台座に着け、身体をしっ
かりと固定し、グリップを握り、肘を肩のライン上
で90度の角度にしたら準備完了です。

次にグリップを真上に向かって押し上げます。反
動など勢いをつけないで、１・２で息を吐きながら
プッシュ。１・２・３・４で息を吸いながら戻すリ
ズムを保ってトレーニングしてください。

町営体育館にランニングマシンの新機種が入りました。
この機器は、平地ランニングのみならず坂道の登り下りを再現
する角度調整機能が付いていて、いつでも自分で角度調整が出来
るほか、あらかじめインプットされている「山岳」
「クロスカン
トリー」「中距離」「散策」の４つのコースから自身のトレーニン
グ内容に合ったコースが選択出来るようになっています。
長らく１台のみの利用でご不便をお掛けしていましたが、２台
になった事でより多くの方に効率良くご利用頂ける環境になりま
した。
ぜひとも、健康な体づくりにお役立てください。

雫中生大健闘 !! 第65回岩手地区中学校総合体育大会結果（敬称略）
第65回岩手地区中学校総合体育大会が６月17日（土）に開催されました。団体戦では、男女合わせて４種目で優勝、準
優勝６種目、３位１種目、個人戦では、５種目で優勝、準優勝５種目、３位３種目という結果となり、雫中生が多数の種
目で県大会出場を決めました。県大会は、７月15日
（土）
〜17日
（月）
まで県内各地で行われます。選手の皆さんのさらなる
活躍に期待しています！

県大会出場
【バレーボール】男子・女子
【ソフトテニス】女子
【軟式野球】
【バスケットボール】男子・女子

優勝
準優勝
準優勝
準優勝・優勝

【卓球】女子
【バトミントン】男子・女子
【ソフトボール】
【柔道】男子・女子

県大会出場
【卓球】男子

３位
櫻田 拓海
５位
刀澤 雄斗
女子 準優勝 高橋 佑奈
３位
佐々木優菜
【バトミントン】
男子（ダブルス）準優勝 澁田 敦樹・山崎 駿弥
女子（ダブルス）優勝
上川原 小梅・髙橋 春和
準優勝 伊藤 桜咲花・徳田 百南

8

団体種目
準優勝
準優勝・優勝
優勝
準優勝・第３位

個人種目
【ソフトテニス】
女子 準優勝 簗場 美織・横欠 優希
【柔道】
男子 （50 kg級） 優 勝 武田 莉空
（66 kg級） 優 勝 須藤 翼
（90 kg超級） 優 勝 杉本 楓
女子 （57 kg級） 第３位 黒澤雅依深
（57 kg超級） 準優勝 村田 愛華
【新体操】 女子 総合優勝 高見 唯稟
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心豊かに暮らせるまちへ… お知らせ掲示板

御明神夏祭りをみんなで盛り上げましょう！

とうろうづくり教室

第39回御明神夏まつり

厚紙と和紙を使って、とうろうを作りましょう。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１日（火）９：00〜17：00
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（木）までに御明神公民館へ（692 3228）
その他 開催日以外でもとうろうを作ることができます
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
（水）
13：00〜
舟っこ供養
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
※盆踊り大会に参加した方には、豪華景品が当たる大抽選
会へ参加することが出来るうちわをお渡しします。ただ
し景品には限りがあります。
場 所
御明神公民館駐車場（舟っこ供養、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）

第15回みんなで歩こう旧秋田街道

2017夏の夜のこわいおはなし会

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しょ
う！今年も、国見温泉から歩きます。
日 時 ８月３日（木）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、着替え等
申込先 ７月27日（木）までに御明神公民館へ（692 3228）

日

時

夏の夜に背筋も凍るこわーいおはなしをどうぞ！
日 時 ７月22日
（土）19：00〜20：00
場 所 雫石町中央公民館２階 懇話室
内 容 『やまびと』
『なおみ』ほか
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）

☆雫石町中央公民館グランドピアノ開放事業☆
発表会が近いので練習したい！家のピアノだと思いっきり弾けない！とにかくグランドピアノを弾いてみたい！
野菊ホールのグランドピアノを思いっきり弾いてみませんか？
料 金 １人１時間500円
＊同じ時間帯にグループでお使いになる場合でも、１人につき１時間500円です。
＊申込者の他に指導者が入る場合は、指導者も１人につき１時間500円です。
＊グループでの申込みの場合は、代表者が全員分の料金をまとめて利用前に納入してください。
開放日 【８月】 ７日（月）〜９日（水）、
14日
（月）
〜18日
（金）
【９月】 19日（火）〜22日（金）、
25日
（月）
〜29日
（金）
時 間 ９：00〜21：00 ※ただし月曜日は17：00までです。
対 象 町内在住者 ＊中学生以下は保護者同伴でお願いします。
（同伴の保護者は無料です。
）
申 込 ８月分：８月１日（火）〜 ９月分：９月１日
（金）
〜
【申込についての留意点】
＊予約は１時間単位とし、連続した予約は３時間までとします。
＊開催期間中の同一申込者の利用可能時間は最大10時間までとします。
＊電話予約は可能としますが、前日までに中央公民館で申込書に記入し提出してください。
＊他の楽器を持ち込んでの合同練習、歌との合同練習はできません。
問合せ 中央公民館（692 4181/平日８：30〜17：15）

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２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。

本部第二倉庫

建設年：明治31年以前
明治31年、井上勝氏から岩崎久彌氏へ農場が引き継がれた際の台帳に記載
があり、それ以前の建設と推測されます。屋根は和小屋組の鉄板葺で、外壁
は柱に溝を掘り、そこに板を落とし込んで作る下見板張りで、現在も倉庫と
して使用されています。小岩井農場に現存する歴史的建造物の中でももっと
も古い例のひとつとして、歴史上重要な建物です。
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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28回 Ｋ編第16回〉

読書会「赤毛のアン」リーディングクラブ
講師 吉原 修さん（元岩手県立盛岡短期大学部国際文化学科教授）
受講生の晴山美代子さんと西山町子さん
左から晴山さん、吉原さん、西山さん

今年度から図書館で開催されている読書会「赤毛のアン」リーディングクラブ（主催：町立図書館・雫石町国際交流協会）
の講師である吉原修さんと、受講生を代表して晴山美代子さん、西山町子さんにお話をお伺いしました。
（Ｋ）読書会を始めようと思ったきっかけを教えてください。

がわからないことを調べるんです。自分が勉強できることが

（吉原修さん：以下（吉））

面白いし、それを伝えられることで皆さんの役に立つことが
とてもいいですね。

学校にいれば英語にふれ
る機会はあるでしょうけ

（Ｋ）受講生の皆さんは参加されてどうですか。

れど、社会に出て、なか

（晴山さん）（事前に）調べながら直訳してくるんですが、先

なかチャンスがない人も

生のお話をきいて、こういう風に訳すんだなという発見があ
るところが面白いですね。

いるのではないかと思っ

（西山さん）お話は有名で知っていましたが、これまで読む

ていて、そういう人達に
機会を作ってあげられればと思っていました。大学で教える

機会がなかったんです。先生が読書会を開いてくれるという

のが楽しかったという思い出もあるので、一石二鳥でプラス

ので飛びつきました。チャプターごとに進めてくれるので、

になるのではないかと思って始めました。

一つひとつ一緒に勉強しながら、久しぶりに英語に接するこ
とができて幸せです。

（Ｋ）なぜ赤毛のアンを題材に選ばれたのですか。
（吉）
赤毛のアンの非常にいいところは、みなさん知っていて、
イメージできる人が多いですよね。英語自体も優しくもなく
難しくもなくちょうどいいくらいです。また、お話の舞台が
雫石町のような農村で、そこでの暮らしが出てくるので、な

（Ｋ）町内の皆さんへメッセージをお願いします。
（吉）どんどんいらしてください。勉強会とか講座とかそう
いう風に思わないで来ていただけるといいですね。
（Ｋ）貴重なお話ありがとうございました。

じみやすいんじゃないかと。また、非常に希望をあたえてく
れるようなお話で、お説教めいた話ではなく楽しく愉快に読
める、そういう意味でうってつけの教材なんです。
（Ｋ）受講生の皆さんにはどのようなことを学んでほしいで
すか。
（吉）日本語だけでものを考えているとそれが全てですが、
日本語と英語のギャップというか、英語だと簡単に言えるこ
とが日本語でなかなか言えなかったり、日本語に置き換えよ
うとするとそれにあたるものがなかったりすることがありま
す。当然、逆もありますよね。それがわかるだけでも、もの
すごく大きな意味があると思います。言葉のおもしろさがあ
るから英語でなんとか理解しようという気持ちになる。面白
いです。
（Ｋ）読書会で意識して取り組んでいることはありますか。
（吉）なるべく自分の勉強になるようなことをお話しようと
思っています。人に説明する必要がなければ、英語の本を読

読書会「赤毛のアン」リーディングクラブ
カナダのプリンスエドワード島を舞台にした物語「赤
毛のアン」は世界中の人に読まれ、愛されてきました。
物語を楽しみながら、英語で赤毛のアンの世界を味わい
ませんか？
期 間 前期：４月〜８月 後期：10月〜２月
月２回（第２・第４水曜日）
時 間 18：45〜20：15
対 象 一般（高校生程度の英語が読める方）
定 員 先着15名 随時受け付けています。
参加費 １期10回あたり1000円
問合せ 町立図書館（692‑5959）
みなさんの参加をお待ちしています！見学もできます
ので、お気軽にお問い合わせください。

むときもそんなに調べません。人に説明しようとすると自分

あとがき
今年もラッパ隊の一員として、小太鼓担当で消防演習に参加
しました！仕事終わりに練習する毎日で、大変ながらも楽しく
本番を迎えられました。演奏しながら行進し、フォーメーショ
ンを組むドリル演奏というのがとても面白いので、演習の際は
ぜひ見てほしいです！ドリル演奏の際、私は全く動かないので
すが…（笑）（Ｋ）

英語好きの私にとって、今回取材させていただいた「赤毛の
アン」リーディングクラブは心躍る場でした。一つ一つの語の
起源など、思わず膝を打つ解説をたくさん聞かせていただきま
した。簡素な英語で書かれている物語ですので、英語が久しぶ
りの方もぜひのぞきに来てみてください。（N）
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