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♪ 第13回 ふれあい
ふれあいコンサート
コンサート in 雫石 ♪

東京藝術大学有志による吹奏楽

西山小学校との共演

雫石中学校吹奏楽部との共演

御明神小学校との共演

小岩井農場まきば園でのパレード
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今年も東京藝術大学音楽学部器楽科を招いて「第13回ふれあい
コンサート in 雫石」が７月28日に小岩井農場まきば園で、29日
に野菊ホールで開催されました。
町内各合唱団、雫石中学校吹奏楽部とのコラボ演奏のほか、本
年度より統合小学校として新たなスタートを切った西山小学校・
御明神小学校の校歌が、それぞれの児童の歌声と吹奏楽の演奏で
披露されました。両校の校歌は、この事業で深い繋がりがある東
京藝術大学へ作成を依頼し、コンサートに出演した同大学卒業生
である中村克己氏が作曲しました。会場には子どもたちの元気な
歌声が響き渡り、あたたかい雰囲気のコンサートとなりました。

…学校名・学年は29
…学校名・学年は
29年度
年度当時のものです
当時のものです

本の中

ふれあいコンサート in 雫石

お

だ

こ はる

（小田胡春さん

下長山小 3 年）
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雫石高校インターンシップ

県民体育大会で
ソフトテニス女子が二連覇

６月27日（水）〜29日（金）の３日間、２学年25名の生徒
が就業体験学習を行いました。
町内だけではなく秋
田 県 も 含 め た14の 企
業・公的機関で体験学
習を行い、生徒は「担
当の方から、自分では
気がつかなかった性格
上の傾向を指摘いただ

CAD による設計体験
（相沢鉄工所）
２連覇を果たしたソフトテニス女子チーム

き、 驚 く と と も に 新
たな発見となりまし

北上市で開催された「第70回岩手県民体育大

た。
」
「お客様には中国

会ソフトテニス競技Ｂ地区女子対抗戦」におい

や韓国の方も多く、英

て雫石町チーム（岡本麗理 ･ 谷地玲奈 ･ 本宮彩

会話の必要性を感じま

永 ･ 谷地麻里子 ･ 坂井まど香 ･ 岡森桜子 ･ 幅真

した。
」と、感想を述

里子）が、予選リーグから決勝トーナメントま

べていました。

7/3・4

製品の梱包及び出荷作業
（大崎電気工業株式会社）

での４試合全てでストレート勝ちを収め、昨年
に続いて２連覇を達成しました。

町内の６年生が交流を深めました !

雫石町小・小連携交流会

今年も各小学校の６年生を対象とした「雫石町小・小連携
交流会」が開催されました。この交流会は、児童の交流と集
団での活動経験を通して、中学校生活への希望と期待を持つ
とともに、小学校生活のまとめの１年としてさらなる充実を
図ることを目的に開催しています。
７月３日（火）は七ツ森小学校を会場に、61人（Ａグループ：
雫石小１組、七ツ森小、西山小）の児童が参加、翌日は御明
神小学校を会場に、65人（Ｂグループ：雫石小２組、御明神

図工（A グループ）の様子

小、御所小）の児童が参加し、図工や体育、音楽の学習を通
じて交流を深めました。
初めて会う児童もいましたが、みんなで協力して楽しく一
生懸命に取り組みました。自分からアイディアを出したり、
初めて会う友達にも声を掛けるなど、積極的に活動をしまし
た。
残り８か月の小学校生活をより充実させて、来年からの中
学校生活をスタートさせてほしいと思います。
体育（B グループ）の様子
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育まれる絆と安全への思いを新たに

富士市・雫石町少年交流事業

47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、平成16年から富士市・雫石町少年交流事業が行われています。今年
で15回目を数えるこの交流事業は、両市町の児童が隔年で交互に訪問し、平成29年度までに合わせて507人
の児童同士の交流が行われています。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（月）
には慰霊の森での献花拝礼に参加し、事故の状況を知るとともに、安全への思いを新たにしました。また、
期間中は町内の家庭にホームステイをし、小岩井農場でイワナのつかみ取り体験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。
※慰霊の森の管理人である高橋さんへのインタビューを10ページに掲載しています。

小岩井農場でのイワナつかみ

生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

慰霊の森での献花拝礼

中央公民館前で記念写真

心豊かに暮らせるまちへ… スポーツ情報

雫中生大活躍！

東北大会へ出場決定！

６月下旬から７月中旬に行われた各種大会で、雫
石中学校の女子バレーボール部、柔道部の須藤翼さ
ん、水泳部の村田萌生さん、陸上部の若林夢希さん、
澤田夏芽さん、古川莉子さんが東北大会への出場を
決めました！（※結果の一覧は４ページに掲載して
います。）
東北大会は、それぞれ以下の日程、会場で行われ
ます。選手のみなさんの活躍に期待が高まります。

柔道部

須藤翼さん

水泳部 村田萌生さん

陸上部

陸上部

若林夢希さん

澤田夏芽さん

陸上部

古川莉子さん

優勝に輝いた女子バレーボール部

大会名

日程

会場

東北中学校バレーボール大会

８月８日
（水）
〜10日
（金）

青森県青森市

東北中学校柔道大会

８月７日
（火）
〜９日
（木）

秋田県秋田市

東北中学校水泳競技大会

８月３日
（金）
〜５日
（日）

山形県米沢市

東北中学校陸上競技大会

８月７日
（火）
〜９日
（木）

岩手県北上市
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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

決定！

東北大会出場

全日本中学校県通信陸上大会
男子
女子

２・３年1500ｍ
共通200ｍ
共通100ｍ H

岩手県大会結果〔6月30日〜 7月1日〕 ※敬称略

６位 若林 夢希 （共通800ｍ３位）
４位 澤田 夏芽
３位 古川 莉子

岩手県中学校総合体育大会等結果〔７月７日〜８、７/14〜７/16〕 ※敬称略
【野球】ベスト８ 準々決勝 ０‑１ 見前中
【バスケットボール】
男子 ３位 準決勝 47‑50 石鳥谷中
女子 １回戦敗退 40‑68 上田中
【バレーボール】
男子 ベスト８ 準々決勝 ０‑２ 金ケ崎中
女子 優勝 決勝 ２‑０ 胆沢中 東北大会
【ソフトテニス】
女子団体 １回戦敗退 １‑２ 重茂中
個人 ベスト16 ３回戦 ２‑４
小田結莉菜・高橋
【バドミントン】
男子団体 １回戦敗退 ０‑２ 花泉中
女子団体 ２回戦敗退 １‑２ 石鳥谷中
【卓球】
男子個人 ３回戦敗退 ０‑３ 櫻田 拓海
女子団体 １回戦敗退 １‑３ 軽米中
個人 ３回戦敗退 ０‑３ 木村 咲貴
【柔道】
男子団体 ベスト８ 準々決勝 １‑２ 北上南中
個人（66 kg 級）３位 須藤 翼 東北大会
（90 kg 級）ベスト８

山本

眞空

ベスト８

杉本

楓

楓

100 m 背泳ぎ ５位 村田 萌生
400 m メドレーリレー ６位
【新体操】
女子個人 ［フープ］ ４位 高見 唯稟
［ボール］ ２位 高見 唯稟
［総 合］ ４位 高見 唯稟
【陸上】
男子 ３年100ｍ ５位 細川 翔汰
共通400 m 準決勝敗退 和田 唯人
共通800 m １位 若林 夢希
２・３年1500 m ８位 戸塚 由久
共通3000 m 14位 高橋心太郎
１年100 mH ６位 川崎 卓磨
共通リレー ７位 用 烈士・細川 翔汰・
三上紋乃丞・吉田 流華
女子 １年100 m 準決勝敗退 後藤 茉緒
３年100 m ２位 澤田 夏芽
共通200 m 準決勝敗退 田村 悠夏
共通800 m 準決勝敗退 鈴木 莉那
２・３年1500 m ８位 川村 碧
共通100 mH ４位 古川 莉子
共通走高跳 ６位 橋本 想
１年砲丸投 ３位 齋藤あかり
共通リレー

【水泳】
女子 800 m 自由形 ６位 山本ひより
200 m バタフライ ７位 山本ひより
200 m 背泳ぎ １位 村田 萌生 東北大会
200 m 平泳ぎ ７位 伊藤 結衣

学校対抗

６位

古川 莉子・澤田
田村 悠夏・榊原
女子総合 ５位

夏芽・
乃愛

町内で行われる各種スポーツ大会
日

８月

９月

4

程

大会名

場

所

14日（火）

町長旗争奪行政区対抗野球大会

町営野球場
鴬宿運動場

18日（土）〜19日
（日）

県学童新人大会岩手南地区予選

鴬宿運動場

19日（日）

町 OB 野球大会

鴬宿運動場

21日（火）〜23日
（木）

第８回日韓交流強化事業アーチェリー大会

町営陸上競技場

25日（土）〜26日
（日）

北東北大学秋季２部リーグ戦

町営野球場

28日（火）

よしゃれの里グラウンド ･ ゴルフ交流大会

運動公園内

４日（火）

岩手地区中学校駅伝競走大会

運動公園特設コース

９日（日）

第37回雫石町混合バレーボール中央大会

町営体育館

15日（土）･16日
（日）

岩手地区中学校新人大会バレーボール競技

町営体育館
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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
『草・つる・枝でつくる編かご100』
佐々木麗子/著（誠文堂新光社）

草やつる、枝を編む「編
かご」の作り方が100点紹
介されています。図と写真
で解説し、基礎から作り方
が分かるよう丁寧に解説さ
れた美しい編かごの本です。
ぜひ本書を手にとって読
んでみてください。

聞いて楽しいおはなし会
幼児・小学生対象

日 ８月25日
（土）11：00〜11：30

【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】
毎週月曜日
※ただし、９月17日、24日は祝日開館し、翌日の
９月18日、25日に休館します。

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！
９月は８日（土）14：00〜14：30と
22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「あついあつい」
場 中央公民館

日 ８月23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）

しずくいしおはなし会

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♪
場 健康センター

日 ８月24日
（金）10：30〜11：00

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：８月31日（金）まで

図書館をどんどん活用して、充実した夏を過ごしましょう！
図書館の活用法

地域資料の寄贈のお願い

◇レファレンスサービス
お調べになりたいこと、探している本を図書館職員
が一緒にお手伝いします。
（次のような質問にはお答えできません。）
古書、美術品の鑑定、古文書等の解読、懸賞クイズの
回答や学習課題、人生相談、医療相談 等

町立図書館では、地域に関する本（地域資料）を集
めています。
・町内に住む方、または雫石町出身の方が書いた本。
・町内で発行された本。
・町に関係する内容、または町に関係のある方のこと
を書いた本。

◇コピーサービス
図書や新聞、雑誌記事のコピーをとることができま
す。（著作権法の範囲内、１枚10円、カラーコピーは
できません。
）

上記のような地域資料をお持ちで、寄贈してもよい
とお考えの方は、町立図書館に、ぜひご寄贈ください。
よろしくお願いいたします。

◇予約リクエストサービス
貸出中の本を予約したり、図書館にない本をリクエ
ストすることができます。

寄贈方法 直接、町立図書館にお持ちください。
（※ご寄贈いただきました本の取り扱いは、町立図書
館に一任いただきます。）
【問合わせ】町立図書館（692-5959）
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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 / 就学相談、新入学予定児童の健康診断、大村地区音楽祭

教育委員会定例会リポート（６・７月）
― 6月定例会

質疑応答編 ―

６月の定例会では、旧秋田街道に係る国見峠の石標と長山街道分岐の道路指導標の町有形文化財への登録など
について話し合われました。

― ７月定例会

議案編

以下の案件が可決されました ―

１．職員の懲戒処分に関し議決を求めることについて
２．雫石町青少年育成推進協議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて
３．平成31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

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）

就学相談実施中！ ― 安心して小学校入学を迎えるために ―
お子様の小学校入学を前にして、学校生活について心配なこと、不安なことはありませんか。
雫石町では、安心して小学校入学を迎えるために、入学前のお子様をお持ちの保護者の方への「就学相談」を
行っています。いつでも遠慮なくご連絡ください。教育相談員など担当者が相談に応じます。
― こんな心配はありませんか？ ―
㾎 小学校での、勉強が心配
落ち着いて話を聞くことが苦手、いろいろなことを覚えるのが苦手 など
㾎 小学校で、きちんと話すことができるか心配
ことばが出るのが遅かった、発音が気になる、お話が上手くできない など
㾎 健康面の心配
体や心の成長、食べ物の好き嫌い、小学校での運動について など
㾎 小学校入学までに
小学校への入学までに、どんなことが出来ればいいの？ など
まずはお電話等でご相談ください。小学校生活をスムーズに始められるようお手伝いします。

問合せ

新入学予定児童の
健康診断を実施します
町教育委員会では、平成31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いるご家庭に
は、９月中旬までに受診日時や場所な
どのお知らせを郵送しますので、ご確
認の上、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。

学校教育課（692‑6412）

『雫石町大村地区音楽祭 雫石町立御所小学校
ジョイントコンサート』を開催します！
御所小学校の児童が、東京アカデミック管弦楽団オーケストラと
ジョイントコンサートを行います。このコンサートは、雫石町の観
ななさわひでたか
光大使で、東京アカデミック管弦楽団代表の七澤英貴先生が御所小
学校の校歌を作詩したことの縁により開催されるものです。
児童とオーケストラが、馴染みのある曲を皆さまへお贈りします。
保護者のみなさまはもちろん、町内のみなさまもお気軽にお越しく
ださい。（入場無料）
８月25日
（土） 13：00開演（開場12：30） 約１時間
日 時
旧雫石町立大村小学校 体育館
場 所
プログラム 御所小学校校歌、となりのトトロより「さんぽ」、お
もちゃの交響曲、雫石町民歌、スイス軍の行進 など
「夏の収穫市」も同時開催！
旧大村小学校利活用実行委員会では、コンサートの開催に合わせ、
同日午前９時から午後３時まで「夏の収穫市（特別篇）
」を開催します。
大村地区のみなさんが、地元産の新鮮な野菜・山菜、ふれあいサロン
手工芸品、木工品などを販売します。こちらもぜひお越しください。
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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 雫石中学校

シリーズ「輝」

№158

「雫中生の誇り〜伝統の応援活動〜」

副校長

大久保浩一

「雫中の他校に誇れることは何ですか？
？」と
」と聞かれる
と聞か
と聞
か ると、
、ほとんどの生徒
徒は、
「応援活動で
「
応
動で
です
す。
」と答
」と
答えます。本校
す 本校で応援活
応援活
応
援
援活
活
「雫中の他校に誇れることは何ですか？」と聞かれると、ほとんどの生徒は、
「応援活動です。
」と答えます。本校で応援活
活動を見守ってきた
きた
きた
た教職員、保
た教職
た教職員
教職
職員、
職員
職
員 保
保護者もきっと同じ
保護者
者
同 思い
同じ思い
いで
では
はな
はないでしょう
は
ない
ょうか
ょう
か。応援活動は雫中生
。
と り大
動を経験した先輩方や活動を見守ってきた教職員、保護者もきっと同じ思いではないでしょうか。応援活動は雫中生にとり大
きな影響力をもち 県下にも認められる唯一無二の存
唯 無二
二 存在となってい
います
きな影響力をもち、県下にも認められる唯一無二の存在となっています。
年間の主な活動は次のとおりです。
・新入生に応援紹介：応援団・チア・上級生（４月）
・盛岡市内一周継走：応援団・チア・吹奏楽（４月）
・集団行動訓練：応援団・全校（４月）
・集会の整列指導、各種大会の壮行式：応援団（随時）
・体育祭における応援合戦：全校（５月）
・応援団合宿：応援団・チア・吹奏楽（７月）
・地区陸上応援：応援団・チア・吹奏楽・全校（８月）
・雫中祭での応援発表：応援団・チア・吹奏楽（10月）
・卒業生の見送り：応援団（３月）
応援活動の中心にあるのが、応援団です。全校の応援をリードすることはもちろん、集会時の整列指導など、あらゆる場面
で生徒を引っ張り、学校生活の秩序を保つ重要な役目を担っています。吹奏楽の演奏で行うチアの演技も応援に大きな華を添
えています。
応援団は25年、チアには24年という歴史があります。応援団は荒れた学校を正そう、
学校を変えようとする生徒が手を挙げ設立。応援団の演目は、元明治大応援団副団長の
町民や町内で合宿をされていた東京農大の応援団のご指導をいただきながら練習を重ね
自校のものとしたもので、チアもまた、東京の大学のチアリーディングの動画をみて演
技を覚え、最初のユニフォームは手作りされたものと聞きます。
体育祭で四つの組団毎に演舞する応援合戦は、最も圧巻な場面です。全校生徒が応援
団員と化すこの瞬間こそ、一人ひとりが主役となり、自信と誇りを表現する場となって
います。今後も町民の方々の応援に支えられながら、輝き続いてくれることを願います。
子どもたちの力作を紹介します

まるやま

いずみ

−本人（○）と先生（◆）からのコメント−

す

み

たつ や

さる こ

か の ん

１年 丸山 泉さん
「幾何立体」

２年 鷲見 達也さん
「夕暮れの空」

３年 猿子 花音さん
「あと37枚」

○私は１年生のはじめの美術の授業で
「よく見る」ということを勉強しまし
た。この絵もよく見てそのまま描くの
は難しかったのですが、描いていて楽
しかったです。

○僕がこの絵を描こうとした理由は、
もともと雲が好きで、夕暮れの空に浮
かぶたくさんの雲と日が暮れて暗く
なった山がとてもきれいだったからで
す。

○本当はまだ途中なのですが、今のと
ころ本物に近い羽を描くことが出来て
いると思います。100枚以上描けるよ
うに、あと37枚がんばります。

◆幾何立体のデッサンを絵の具で挑戦
しました。微妙な陰影の変化を的確に
表現することに苦労をしていました
が、粘り強く仕上げることに成功して
います。

◆黄昏時の雲の色の変化を、驚嘆する
ほどの精神的粘着力で再現しています。
特に、部分と全体の色の関係が、緻密
に織り込まれた絨毯のように連鎖して
表現されています。

◆10月の全国公募展用の作品なので未
完ですが、地味で細かい作業を丹念に
繰り返すことで、大きな動きのある表
現が生み出されている大作になってま
す。
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みんなでレクリエーションスポーツ！
ここのコーナーでは、
町営体育館でできるレクリエーションを紹介します。
今月は「ニチレクボール」

【例】ビュットに近いのは青ボールな
ので青チームに1点。
また、赤のベストボールより、ビュッ
トに近い青ボールがもう１つあるので
合計２点

室内で行うレクリエーションで、カーリングの陸上版をイメージしてくださ
い。
どうやって遊ぶの？
３人以内の同人数で２チームに分かれます。各チームに６個のボールを配分
し、ビュット（標的球）を目がけ投球してゲームを進めます。
①先攻チームがビュットを６m〜10 m の範囲内に投げ止め、標的場所を決定
した後に１投目を投球します。
②後攻チームは、先攻より標的に近い所にボールが止まるまで６個の持ち球を
投げ続けます。先攻チームより標的に近い位置にボールが止まった時点で、
攻撃が交代となり、両チーム持ち玉６個全て投じ終わるまで繰り返します。
③点数は標的に最も近いベストボールのチームに入り、更に相手のベストボー
ルより標的に近いボールの数で獲得点数が決まります。
④どちらかのチームが13点獲得した時点でゲーム終了です。
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。

雫石町保有八幡平カントリーゴルフクラブ
ゴルフ会員権の貸し出しについて
利用できる方 町内に事業所のある団体
町内在住または勤務の方
申

込 町営体育館へ電話で枚数を確認した後、受付窓口
へ印鑑を持参し、お越しください。

券の受け取り方 利用する方またはその代理人が、申請書
に必要事項を記入し捺印をした上で券をお受取り
ください。
＊団体で利用する場合、１回につき８枚まで貸出し可
問合せ 町営体育館（692‑5030）まで

雫石町ふれあいジョイフルスローピッチ
ソフトボール大会の出場チーム募集中 !
日

時 ９月９日
（日） ７：30開会式

場

所 旧南畑小学校校庭（開会式は鴬宿運動場 A で行
います。
）

チーム編成 町内に居住している小学４年生以上の女性20
人以内で構成するか、小学校４年生以上中学校３
年生以下男子２人以内および50歳以上の男性２人
以内を含めた混成20人以内で構成すること。
申

込 町営体育館備え付けの申込用紙へ必要事項を記入
し、９月４日
（火）までに申込みください。

問合せ 町営体育館（692‑5030）まで

お詫びと訂正

雫石町営体育館アリーナ
一時利用休止について
ワックス清掃業務を行うため、下記の期間アリーナの利
用が出来なくなりますので、ご了承ください。
８月９日
（木）
〜19日
（日） 全面利用不可
８月20日
（月）
〜31日
（金） 一部利用可
※バスケットボール・フットサルなど重量物を設置しての
種目、ラインテープを貼り付けての競技は出来ません。
問合せ 町営体育館（692‑5030）まで

雫石町民相撲大会の出場選手を募集しています
日 時 ９月１日
（土）８：00〜
場 所 御明神公民館相撲場
部 門 小学生の部（団体戦・個人戦）
中学生の部（団体戦・個人戦）
一般の部（団体戦・個人戦）
申込み条件 各部門とも町内在住または出身者及び町内小
中高等学校在校生。町内事業所に勤務している方も可。小
学校団体戦は各小学校単位で。中学生と一般団体戦は各地
区（雫石・御所・西山・御明神）ごとにそれぞれ正選手３
人、補欠２人以内の計５人以内で構成。登録、出場選手は
傷害保険に加入していること。
参加料 無料
申 込 ８月24日
（金）17：00までに、町営体育館備え付け
の申込用紙でお申込みください。
問合せ 町営体育館（692‑5030）まで

2018年７月号４ページ「第47回雫石町スポーツ少年団春季野球大会」の結果に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
［誤］
《育成の部》
【優 勝】 西山ボンズ
【準優勝】 雫石ダイナミックス
［正］
《育成の部》
【優 勝】 雫石ダイナミックス 【準優勝】 西山ボンズ
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第８回日韓交流強化事業アーチェリー大会

スポーツ推進審議会委員を募集します

2016年希望郷いわて国体でアーチェリー競技の会場と
なった雫石町に世界トップレベルの韓国選手団と全国９ブ
ロックから選抜された高校生が集い、熱い戦いを繰り広げ
ます。ぜひご観戦ください。
日 時 ８月21日
（火）

本町のスポーツ振興に対する町民の幅広い意見を反映さ
せるため、スポーツ推進審議会委員を募集します。
募集人員 ４人
応募資格 ①雫石町にお住まいの20歳以上（平成30年４月
１日現在）の方②調査審議する内容に関して十分な見識を
有している方③年１〜２回、平日に開催される審議会に出
席できる方
応募方法 応募申込書兼履歴書に必要事項を記入し、持参
または郵送ください。
受付期間 ８月17日
（金）
（必着）
任 期 委嘱の日から２年間
問合せ 生涯学習スポーツ課（692‑4181/中央公民館）

９：00〜 開会式
９：30〜 予選ラウンド
14：00〜 個人決勝トーナメント
８月22日
（水）
９：30〜 団体決勝トーナメント
14：00〜 団体戦メダルマッチ ミックス戦
８月23日
（木）
９：30〜 フリー練習
11：30〜 閉会式
場

所 町総合運動公園陸上競技場
問合せ 生涯学習スポーツ課（692‑4181/中央公民館）

厨房レッスン
今回は「とり肉のみそ漬け焼き」を作ります。
日 時 ９月19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
員 先着15人

定

受講料 １人500円
申 込 ９月７日
（金）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。

第２回郷土史教室
〜円満造さんのふる里大仙市で傑作彫刻を観る〜
当町上野の国登録有形文化財「上和野馬頭観世音堂」の
彫刻を手掛けたとされる東北の左甚五郎の異名を持つ彫刻
え ま ぞ う
師 円満造さん 。その生誕地大仙市周辺に遺る４つの寺
ひ ま ご
社の彫刻を円満造さんの曾孫の方の案内で巡ります。
（月） ８：45〜15：30ごろ
日 時 ８月27日
行 程 中央公民館―「上和野馬頭観世音堂」―秋田・仙
北市白岩の「雲巖寺仁王像」―大仙市豊川の「諏訪堂」―
同市北長野の「法幢寺（円満造家の菩提寺）の力士像」―
同市高梨の
「高梨神社」
（ここは約40段の参道を登ります。）
〈神社近くの温泉施設で昼食〉 特別日程 旧池田氏庭園
〔広さ４町歩の池泉回遊式庭園。堂々たる大型藥医門、高
さ4ｍの雪見灯籠、重要文化財指定・白亜の２階建て洋館
内部ほか〕見学―中央公民館
）
募集定員 30人（雫石町民に限ります。
参加費 １人2,200円（昼食代、見学料、保険料 他）
（木）８：30から中央公民館（692 4181）
申 込 ８月16日
で受付します。

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！そんな
方のために野菊ホールのグランドピアノを使っていただく企画です。
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。
＊申し込み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。
＊利用日当日、利用前に中央公民館事務室で料金を納入してください。
＊グループでの申し込みの場合は、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。
＊連絡なしの当日キャンセルについては、申込み内容どおりの料金を納入していただきます。

開放日 ８月６日（月）〜10月５日（金）
までの平日のみ

※ただし９/11、12、14は開放できません。

時

間 ホールの予約状況により、日毎に異なりますのでお問い合わせください。

対

象 町内在住者又は町内勤務者
＊小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。
）

留意点 ＊予約は１時間単位とし、連続した予約は２時間までとします。
＊開催期間中の同一申し込み者の利用可能時間は最大20時間までとします。
＊電話予約は可能としますが、利用前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。
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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41回 Ｋ編第29回〉
たかはし

慰霊の森管理人

高橋

と

み お

登美男さん

今から47年前、昭和46年７月30日の午後２時すぎ、雫石町上空において全
日空機と自衛隊機の衝突墜落事故が起こり、乗客乗員162人（うち富士市民
125人）全員の尊い命が失われました。これは当時、航空史上最大の事故と
高橋登美男さん（慰霊碑の前にて）
いわれました。
その後、ご遺族の方々と関係者の方々により、犠牲者を慰霊すること、二度とこのような事故が起こらないよう、
航空安全の願いを込めて、昭和50年に「慰霊の森」が築かれました。平成15年まで毎年慰霊祭がおこなわれてきまし
たが、33回忌を迎えたのち、平成16年度からは、この悲しい事故の教訓を忘れないため、新たに富士市と雫石町の児
童による少年交流事業が行われています。また、現在も慰霊の森では、関係団体のみなさんや地元の方々による清掃
などの奉仕活動が続けられています。
（K）管理人をされている

石の空の上で飛行機がぶつかって162人の方が亡くなっ

きっかけは何ですか？

た大きな事故があった事、慰霊碑や慰霊堂が建てられ、

（高橋登美男さん：以下

たくさんの方が拝みに来ているという事を伝えていって

（高））事故当時、父が声

ほしいです。

をかけられ管理人になっ

（Ｋ）町民の方々に伝えたいことはありますか？

たと思います。父が亡く

（高）毎年、御所地区の方々、婦人会、ふれあいサロン

なり、平成14年の春から

の方々など、この時期に清掃をしてもらいすごく助かっ

私がやっています。

ています。この清掃活動が事故について伝えていくきっ

（Ｋ）管理人として普段はどのようなことをされていま

かけにもなっていると思います。遺族の方、お孫さんな
ど、この山を守ってもらっていますし、誰もがそう思っ

すか？
（高）清掃したり、設備等に不具合が無いか確認してい

ていると思います。犠牲になった方は162人ですが、親

ます。また、全日空や自衛隊の方々、その他団体の方が

や子どもなど関係する方は亡くなった方の何倍にもなり

いらっしゃることもあるので、その際の対応もします。

ます。当時町民も、たくさんの方が協力していました。

事故のことや47年経った今でも拝みに来る方々がいるこ

管理人という名前はもらっていますが、一人ではなく地

となどを説明したり、慰霊堂の中を見てもらったりして

区の人達と一緒にこの山を守っていこうと思っています。

います。
（Ｋ）事故当時の様子はどうでしたか？
（高）当時、たまたま見ているんです。ドーンとものす
ごい大きな音でした。音の方をみると、飛行機がだんだ
ん下がってきて、キラキラと光るものが落ちてきていま
した。落下傘が落ちているのも見えました。車輪や機体
などの破片が民家や大崎電機のあたりにも落ちたんです
よ。
（Ｋ）富士市の方々に伝えたいことはありますか？
（高）富士市の方はもちろんショックだったと思います。
慰霊堂

事故からもう少しで50年になりますが、子どもたちに雫

あとがき
今年の富士市雫石町少年交流事業は、富士市児童が雫石町を訪
れました！小岩井でのイワナつかみでは、自分たちでイワナを捕ま
え、さばいて調理するという初めての体験に、子どもたちは驚いた
り、怖がったりしながらやっていましたが、調理まできちんとでき
ました。命をいただくということを学ぶ機会にもなりました。
（K）

この「教育広報しずくいし」が皆様のお手元に届く頃は、まだ
猛暑が続いているのでしょうか？今年の夏は全国的に「ハンパな
い」暑さが続き、熱中症対策の報道が連日されています。「暑さ
寒さも彼岸まで」夏バテしないよう、旬の物をたくさん食べて頑
張りましょう！（H）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2018
（平成30）年８月号 （８月９日発行）
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！
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