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その他、こんなことがありました…
[16日〕第38回御明神夏祭り開催！ 〔17～18日〕町内各小中学校始業式。〔21日〕第16回よしゃれの里雫石グラウ
ンド・ゴルフ交流大会開催！ 詳細は広報９月号に掲載。

※東北大会・全国大会の結果・詳細は５ページに掲載しています。

　のべ約40,000組（予選～決勝計）が参加する第40回ピティナ・ピアノコンペティ
ション東北日本弘前地区本選で、佐々木響子さん（雫石小５年）がＣ級（小学６年
生以下）と連弾初級の部でそれぞれ１位に輝きました。今大会で１位になった感想
として「いい音楽にしようと練習してきて、聴いている人に少しでも楽しんでもら
おうと演奏しました。びっくりしたけどうれしかったです。」と話し、「ピアノだけ
でなく音楽全般の研究をしたいです。」と将来の夢を語ってくれました。全国決勝
大会は８月19日（金）に開催され、連弾初級の部でベスト13賞に輝きました。

　第38回御明神地区夏まつりで「希望郷いわて国体雫石町炬火名受賞者
表彰式」が開催され、応募12点の中から選ばれた最優秀賞、優秀賞受賞
者の皆さんに賞状が授与されました。炬火は花火大会ののろしで使用し、
炬火受け皿の火からランタンに移す点火役は、最優秀賞を受賞した澁谷
瑛太君（雫石小２年）が務めました。

　子ども会リーダー交流会が開催され、町内小学校５、６年
児童９人が参加し、国立岩手山青少年交流の家で１泊２日で
体験活動を行いました。班員で協力してテント設営や野外炊
事などを体験し、学校・学年関係なく交流を深めました。

〔８月６～７日〕
平成28年度雫石町子ども会リーダー交流会 開催 ！

〔８月１６日〕希望郷いわて国体雫石町炬火名受賞者表彰式を開催しました！

東北大会・全国大会で雫石っこ大活躍！

雫石町炬火「未来に続け　イーハトーヴの火」

東北中学校体育大会

≪希望郷いわて国体雫石町炬火名受賞者≫　
　最優秀賞　澁谷　瑛太君
　優秀賞　　藤田　雪乃さん、庄司　順子さん、岩持　河奈子さん

できごと紹介　2016.７・８月

町役場を訪れ、全国大会への
決意表明を行った選手の皆さん

表彰を受けた澁谷　瑛太くん

〔７月３０日〕
ピティナ・ピアノコンペティション小学６年生以下の部
および連弾初級の部地区本選で１位に輝き全国大会出場！

　雫石中学校男子バレー部は、山形県天童市で開催された東北大会
決勝戦で青森県の稲垣中と対戦し、２―０で勝利を収め、見事東北
大会初優勝という快挙を成し遂げました。
　福島県郡山市で行われた柔道大会では、男子個人90 kg 超級で須
藤駿選手が、女子個人70 kg 超級で谷地望選手が見事優勝を果たし
ました。
全国中学校体育大会
　富山県での全国大会に挑んだ男子バレーボール部は、予選リーグで奈良県の宇

う だ

陀市
し り つ

立菟
う た の

田野中学校と対戦し、２―
０で勝利を収め、決勝トーナメントでは埼玉県の富士見市立東中学校と対戦し、惜しくも２回戦敗退となりましたが、
ベスト16と健闘しました。
　新潟県で開催された柔道大会では、須藤駿選手は１回戦を勝ち進みましたが、２回戦は惜しくも敗退し、ベスト16
という結果となりました。谷地望選手は１回戦・２回戦と勝ち進み、準々決勝では２位入賞者と対戦し惜しくも敗れ
てしまいましたが、第５位と好成績を残しました。選手のみなさんの今後のさらなる活躍に期待しています。頑張れ、
雫石っこ！
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小学校統合に向けた取り組み（第４回）

上和野馬頭観世音堂 国有形文化財に正式登録 ！

しずくいしの教育

特 集

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、8月末までの進捗状況を
地区ごとにお知らせします。

　このたび、８月１日付けで上和野馬頭観世音（かみわのばとうかんぜおん）本堂と旧堂が、正式に国有形文化財に登録
となりました。町内の国登録有形文化財は、平成８年に登録となった小岩井農場本部事務所をはじめとする農場内の建造
物９件と合わせ、合計11件となりました。 
　本堂・旧堂とも、古くから馬と深い関わりのあった雫石町の歴史文化を表す特徴的な建物として、その価値が広く認め
られたものです。

　大正３年（1914）に建立された
本堂は、建物の造りもさることな
がら、特に内外の装飾彫刻に目を
引かれます。作者は、伝承及び作
風から、秋田県中仙町豊川（現：

　旧堂は、江戸時代中期から後期には建立されていたと推定され、その後明治
14年（1881）に大規模な改修が行われ、現在の本堂建立時に今の場所に移設さ
れました。全体的には質素な造りの建物ですが、かつては本堂として地域住民
の心のよりどころに、また現在は通称絵馬堂として堂内外に多くの絵馬を収蔵
しており、馬に関わる信仰の歴史を知ることができます。

＊所在地（いずれも）　雫石町上野下沢田105

大仙市）出身の宮大工・髙橋市蔵と推定されています。彼は、屋号
から「円満造（えまぞう）さん」と呼ばれ、秋田県内をはじめ各地
に彫刻の傑作を残したことで知られています。ちなみに、彼が雫石
滞在中に覚えた「どどさい節」を秋田に持ち帰って作り直したもの
が「ドンパン節」になったという逸話も残っています。

本堂本堂

旧堂旧堂

向拝　精巧な彫刻が見どころ

　橋場小、御明神小から「準備委員会委員の推薦名簿」
が提出され、第１回御明神地区小学校統合準備委員会
を９月７日に御明神公民館で開催し、準備委員会の会
長、副会長を決定する予定です。

　７月20日の準備委員会設置へ向けた事前打ち合
わせ後、地元の意見などを集約したうえで「準備
委員会委員」を各小学校のPTAを中心に決めて
いただいている状況です。

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）

 ７月27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を決定しました。
 ８月９日 　第５回準備委員会を大村小で開催（23名中21名参加）
・ 各小学校区でまとめた「統合に使用する校舎」を協議し、「安庭小学校」に決定しました。条件として「体育館、
プールの新築」、「スクールバス通学に伴う通学路の安全確保」を要望し、同日付で、教育長あてに協議結果の
報告をいたしました。

・「統合する時期」については、委員が地元で意見集約をしたのち、次回の準備委員会で決定することにしました。
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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

『海　の　蠍
さそり

』
山下　多恵子/著（未知谷）

　雫石町出身で石川啄木の研究
者としても高名な山下多恵子さ
んの描くノンフィクションです。
　ハンセン氏病の詩人明石海人
氏と小説家島比呂志氏が発した
ハンセン氏病文学の「言葉」の
意味を問う力作です。
　過酷な人生を歩んだ明石氏と
島氏の生きざまを山下多恵子さ
んが忠実に描きます。是非ご一
読を。

しずくいしおはなし会
日 ９月24日（土）10：00～10：30　場 町立図書館
「パパ、お月さまとって！」エリック・カール/作
「セロひきのゴーシュ」宮澤　賢治/作
「とんでもない」鈴木　のりたけ/作

たんぽぽおはなし会
日 ９月15日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
・えほん「三びきのやぎのがらがらどん」
　　　 　「おつきさまこんばんは」
・紙芝居「いやいやたまご」
　このあとは、当日来てからのおたのしみ。

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 10月３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）

いよいよ10月開催！希望郷いわて国体・希望郷いわて大会に向けて
　　　　　　　　　　　　～クリーンアップ活動へのご協力に感謝します！～

　希望郷いわて国体・希望郷いわて大会に向けて、きれいな町でお客様を迎えるため、町内各小中学校 PTA・実践
区を中心に各地でクリーンアップ運動に取り組んでいただいております。これまでクリーンアップ活動にご協力い
ただいた学校等をご紹介します（平成28年８月末現在実施分）。
 団体名 　大村小学校実践区

雫石中学校国道清掃
雫石中学校実践区　御所地区実践班
富士市交流事業
御明神小学校実践区
雫石中学校実践区　七ッ森地区実践班
西根小学校実践区
雫石中学校実践区　雫石地区実践班
雫石中学校実践区　西山地区実践班
雫石中学校実践区　御明神地区実践班

　以上の団体には、国体ＰＲも兼ね希望郷いわて国体・希望郷いわて大会雫石町実行委員会が作成・配布した軍手
とゴミ袋を用いて、活動していただきました。また、８月下旬以降の実施団体には、日本たばこ産業（株）「ひろ
えば街が好きになる運動」と連携した活動をすることで、同社からも軍手並びにゴミ袋の提供をいただき活動を実
施しております。
　皆さんのご協力により、きれいな町で、多くのお客様をお迎えすることができます。本当にありがとうございま
す。引き続き、クリーンアップ活動へのご協力をお願いします。

【開館時間】 9：00～17：00
　　　　　 （水・金曜日は18：00まで）
【９・10月の図書館休館日】
　　　　 　９月12、20、26日
　　　　 　10月３、11、17、24、31日

　秋やお月さまにちなんだ児童書を企画展示します。
 期間 　９月中
 場所 　雫石町立図書館児童コーナー

企画展情報
「あきとつきのおはなし展」

雫石中学校実践区雫石地区実践班
クリーンアップ活動の様子

とふっちと記念写真！
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東北中学校体育大会及び全国中学校体育大会結果（敬称略）

祝！男女アベック優勝！　岩手地区中学校陸上競技大会結果（敬称略）

各種スポーツ大会結果報告

報告

報告

報告

【男子】学校対抗　優勝　雫石
１年100ｍ　　１位　細川翔汰
２年100ｍ　　１位　向野理央
３年100ｍ　　２位　福田温士
共通200ｍ　　２位　横手凌河
共通400ｍ　　２位　谷地智哉
共通800ｍ　　２位　柿木奎又
１年1500ｍ 　２位　若林夢希
２年1500ｍ　 ４位　下又奎人
３年3000ｍ　 １位　杉田真英
共通110ｍ H　１位　加藤賢士朗
共通400ｍリレー　
２位　雫石

（横手凌河、福田温士、足立拓実、木内優成）
共通走高跳 　３位　高橋蒼真
共通棒高跳 　２位　戸塚和幸
共通走幅跳 　５位　高前田涼斗
共通砲丸投 　４位　吉田優吾

【女子】学校対抗　優勝　雫石
１年100ｍ　　３位　澤田夏芽
２年100ｍ　　２位　德田歩美
３年100ｍ　　１位　用　呼々
共通200ｍ　　１位　用　呼々
共通800ｍ　　１位　長坂桜花　 大会新記録 
１年1500ｍ 　２位　鷲津永子
２年1500ｍ 　１位　長坂桜花
３年1500ｍ 　２位　杉田侑愛
共通100ｍ H　２位　德田侑奈
共通400ｍリレー　
６位　雫石

（土樋奏乃子、用　呼々、簗場ゆい、德田歩美）

★バレーボール　８月19～22日　富山県黒部市ほか
　男子　（予選リーグ）　２－０　宇陀市菟田野中学校（奈良）
　　　　（決勝トーナメント２回戦）　０－２　富士見市立東中学校（埼玉）ベスト16
★柔道　８月17～20日　新潟県上越市
　個人　男子　（90 kg 超級）　須藤　駿　ベスト16
　　　　女子　（70 kg 超級）　谷地　望　第５位

　８月25日（木）、岩手県営運動公園内で岩手地区中学校陸上競技大会が開催され、全校応援のもと、見事男女と
もに優勝を飾りました。また、女子共通800ｍでは２年長坂桜花選手が大会新記録を樹立しました。

【町長旗争奪行政区対抗野球大会　８月14日】
　お盆期間中恒例の町長旗争奪行政区対抗野球大会が、町営野球場をメイン会場に開催されました。町内４地区
の予選を勝ち抜いた15チームが酷暑の中、熱い戦いを繰り広げ、決勝戦は林行政区と天瀬行政区の戦いとなりま
した。試合は中盤、天瀬行政区が勝ち越しに成功したものの終盤、林行政区が反撃。一気に点差を縮め逆転に成
功し、そのまま逃げ切り、６―４で試合終了。林行政区が見事優勝を果たし、町長旗を手中に収めました。
優　勝　　林行政区 　（雫石地区）　　　　　　　　　　第３位　　上町一・二行政区（雫石地区）
準優勝　　天瀬行政区（御明神地区）　　　　　　　　　第３位　　五区行政区（西山地区）
【第28回岩手県小学生バレーボール選抜選手権大会　７月30日～31日】
　雫石町スポーツ少年団男子バレー雫石排球男が３位入賞し、優秀選手として大坊陽彩人君（御明神小６年）が
選ばれました。

【東北中学校体育大会】

【全国中学校体育大会】

★陸上　８月８～10日　秋田県秋田市　
　男子　（3000ｍ）　 第５位　杉田真英　入賞
　女子　（200ｍ）　　用　呼々　予選敗退
　　　　（800ｍ）　　長坂桜花　予選敗退
★水泳　８月３～10日　宮城県利府町
　男子　（200ｍ自由形）　　吉田　翼　敗退
★バスケットボール　８月８～10日　宮城県利府町
　女子　予選リーグ　１勝１敗　　予選リーグ敗退

★バレーボール　８月６～８日　山形県天童市
　男子　優勝　２－０　稲垣中（青森県）　 全国大会 
★卓球　８月５～７日　岩手県奥州市
　個人　女子　　高橋佑奈　1回戦敗退
★柔道　８月６～８日　福島県郡山市
　個人　男子　（90 kg 超級）　優勝　須藤　駿　 全国大会 
　　　　女子　（70 kg 超級）　優勝　谷地　望　 全国大会 
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教育委員会定例会リポート／スーパーエコスクール改修等工事について教育行政・学校のページ

 教育委員会定例会リポート（７・８月）
― その１　議案編（８月定例会）　8月定例会で審議された議案はありませんでした ―

― その２　質疑応答編（７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）

　７月の定例会では、小学校適正配置に係る統合準備委員会のそれぞれの地区の設置状況、町立図書館の騒音及び振
動等の確認結果の報告、まちライブラリー「よもっか」の開催状況、美術品寄贈の受付についてなどが話し合われま
した。

※OMソーラーシステム…太陽熱を利用して　暖房・給湯、換気などを行うシステム

雫石中学校スーパーエコスクール改修等工事について
　現在、雫石中学校ではスーパーエコスクール実証事業に伴う改修工事及び武道場新築工事を実施しています。

　これを踏まえ、雫石中学校では、『１. 創造性を育む豊かな教育環境 ２. ゼロエネルギーを目指す ３. 木のぬく
もりを感じられる校舎、居続けたくなる学校』の３つの基本方針のもと改修工事をおこなっています。
　主な改修内容は、教室及び廊下の内装木質化及びトイレ改修・ＯＭソーラーシステムの導入・建物断熱改修及
び樹脂サッシ改修・暖房用配管の更新・図書館の改修等です。

スーパーエコスクール実証事業とは？
　省エネの徹底によりエネルギー負荷の低減を図るとともに、学校運営上必要なエネルギーを創り出したり、蓄えた
りすることで賄い、年間のエネルギー消費を実質上ゼロとするゼロエネルギー化を推進するための事業

図書館 武道館 教室

完成イメージ図

報告

雫石中学校改修工事期間における
立ち入り禁止区域のお知らせ

　工事期間は第Ⅰ期、第Ⅱ期と２期に
分かれており、第Ⅱ期完了予定は平成
29年12月末です。
　工事期間中は工事車両が頻繁に通る
事から、図に記した部分は立入禁止と
させて頂きます。又、工事関係車両も
中学校正門から入場するため、校門付
近の通行にご注意願います。
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　雫石小学校

　本校では標記に関わり、総合的な学習の時間や放課後
時間等を利用して「ふるさと雫石学習」をテーマに「地
域の一員としての自覚と伝統の継承活動」と「郷土理解
学習」の２つに取り組んでいます。ここでは、「地域の
一員としての自覚と伝統の継承活動」を中心に、これま
で行われた活動の実際についてお知らせします。
　まずは高学年有志による「青空太鼓」。本校創立120周
年を記念して創作され、今年で22年目となります。地域
指導者の木村美佐子さんを講師に練習を重ね、運動会で
披露しました。今後、11月の町総合芸術祭、戸沢サミッ
ト事業で披露の予定です。

　次に、４～６年生児童による「鼓笛隊」。３学期の引
継ぎ活動を経て、５月の運動会で地域、保護者に披露し
ます。また、７月の交通安全パレード、８月のよしゃれ
祭りでも地域の皆様と活動を共にしています。また、低
学年も「ロック調よしゃれ」を踊り、よしゃれ祭りに参
加しています。さらに、中学年は９月の敬老会で、参加
の皆様に合唱を披露しています。
　今後も郷土理解学習や伝統の継承活動を通して、地域
と共に歩む学校づくり、地域に貢献できる学校づくりを
推進していきます。ご協力をお願いします。

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

雫石町立雫石小学校　副校長　
山本　一平

鼓笛パレードロック調よしゃれパレード

２年　沼田　陵汰
「金の海賊船」

○海賊船を作ってみたかったので、
使わなくなった牛乳パックやトレー
を使って作ってみました。「金の海
賊船」なので金の目をどこにはるか、
工夫しました。トレーを使って帆を
作るところをがんばりました。
◆牛乳パックや食品トレー等、身の
回りの物を上手に使って大きな迫力
のある工作を作りました。また、帆
の数や大きさなどバランス良く作る
ことができました。

３年　村田　諒生
「びっくり山」

○家にあったパチンコ、段ボール、折
り紙、トイレットペーパーの芯、絵の
具、布、両面テープを使って作りま
した。玉の中を空どうにすることを
工夫しました。玉が出るところの中
を赤く塗るところをがんばりました。
◆恐竜と火山。ただ山を作るだけで
なく、折り紙で作った恐竜で回りを
飾ったところも工夫しています。玉
が高く飛んでびっくりしました。

６年　清水　優真
「東北六魂祭」

○夏休みにテレビで見た「東北六魂
祭」を工作にしました。青森県のね
ぶた祭りのねぶたの顔を作るのが難
しかったです。もう一つは福島県の
わらじ祭りのわらじを編むところも
難しかったです。
◆東北のお祭りを作品にするという
のは素晴らしいアイディアです。一
つ一つのお祭りを表した作品も細か
いところまで丁寧に作られています。

よしゃれ祭りで練習の成果を披露！

「特色ある学校づくり」の推進についてシリーズ「輝」
№135
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　教育広報をなんとか作り終え、せっせと芸術祭の出展・出演者
募集のチラシを作成しているところです。どうしたら色々な人に見
てもらえるか、新しい人に応募してきてもらえるか、様々なチラシ
やポスターを見て研究中です。本号とともに皆さんのお宅に配ら
れますので、ぜひ見て、応募してください！お待ちしています！（K）

　お盆中、祖夫母の家に行ってきました。予定が合わず来られな
かった親戚もいましたがそれでも総勢40人を超えるほど！年齢も近
いいとこたちとは集まればすぐ何かやろうとはじまります。今回は
家の前の駐車場で大人数のビニールバレーボール大会となりまし
た。今年もにぎやかで楽しい夏の思い出になりました。（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！

　いよいよ希望郷いわて国体・希望郷いわて大会の開催が目前に迫ってきました。雫石町では、
国体正式競技「アーチェリー」、デモンストレーション・スポーツ「３Ｂ体操」が開催され、
全国障害者スポーツ大会も同様に「アーチェリー」が開催されます。
　今回は、希望郷いわて国体・希望郷いわて大会マスコットキャラクター「とふっち」に、雫
石町開催競技の見どころなどについてインタビューしました。

【競技会期】
★希望郷いわて国体　アーチェリー…………………………………………10/７（金）～９（日）雫石町総合運動公園陸上競技場
★希望郷いわて国体　デモンストレーションスポーツ３B体操…………10/２（日） 雫石町営体育館アリーナ
☆希望郷いわて大会　アーチェリー…………………………………………10/23（日） 雫石町町総合運動公園陸上競技場

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18回 Ｋ編第６回〉
　　希望郷いわて国体・希望郷いわて大会マスコットキャラクター「とふっち」

（K） 雫石町では、アーチェリー競技と３Ｂ体操が開催されます。
アーチェリー競技の魅力・見どころを教えてください。

　アーチェリー競技の魅力
は、何といっても遠く離れた
的に狙いどおりに当たった時
の爽快感。集中力がとても大
切な競技なんだよ。
　国体は３人の選手による団
体戦で行われるよ。予選ラウ

ンドでは1選手が70ｍ先の的に４分以内に６回矢を放ち、こ
れを12回繰り返し、３人の合計得点が多いチームが決勝ラウ
ンドに進むんだ。個人戦は予選ラウンドの個人ごとの結果で
決まるんだよ。

（K）３B体操の魅力・見どころを教えてください。
　３Ｂ体操は、音楽のリズムに合わせてボール・ベル・ベル
ターという３種類の用具（３つのＢが頭文字の用具）を使い、
生涯を通じて心身ともに健康な生活が送られるよう、年齢性
別に関係なく、誰にでも楽しんでもらえる健康体操だよ。家
族やお友達と楽しみながら取り組めることが魅力だね。
　国体では、県内各地から900人近い会員が出場して、いく
つかのグループに分かれ、それぞれおそろいの華やかな衣装
を身にまとって演技を発表するよ。

　スリリングな試合展開を多くの人に感じてもらえるよう、
会場内に大型画面を設置して、双眼鏡の無料貸し出しのほか、
インターネット（ユーストリーム）配信も行う予定だよ。会
場での観戦も無料なので、ぜひ見に来てね！
　それと、岩手県代表チームは、地元開催で、全県からの期
待を背負いながら、今まで町内で強化合宿を重ねてきたんだ。
リオオリンピック出場選手をはじめ、全国の強豪が出そろう
大会だけど、優勝を目指す岩手県選手団の背中を後押しする
ように、選手に対する熱い応援をお願いします！

（K）雫石町の皆さんにメッセージをお願いします。
　いよいよ国体が間近に迫ってきましたね。
　期間中は、全国から訪れる多くの方に雫石町の魅力を存分
に味わっていただき、「岩手県・雫石町って、人もまちも素
敵だな。また遊びに来たいな。」と感じていただけるよう、
観戦を含め、自分にできることを一緒にやっていきましょう。
きっと、来町する皆さんの心を射抜けるはず！

昨年７月に開催された国体デモンストレー
ション・スポーツ３B体操プレ大会の様子

みんなでいわて国体を盛り上げよう！

６月４日に開催された第16回全国障害者
スポーツ大会アーチェリー競技リハーサル大会
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