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　６月23日（木）、第50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。雨が降りしきる悪天候にも関わらず、晴天
だった去年よりも多くの新記録が生まれました。この不屈の精神
力を今後の学校生活にも活かしてほしいです。保護者及び地域の
方々ご声援ありがとうございました。
　※陸上記録会の結果（上位入賞者）は５ページに掲載しています。

情報が満載！

雫石の
雫石町教育委員会広報紙

2016.7 No.136

教育しずくいし
雨にも負けず！多くの大会新記録樹立！

第50回雫石町小学校陸上記録会
※写真は安庭小学校　古川　莉子選手
８ページに雫石町からスーパーキッズに選ばれた一人として、インタビュー記事を掲載しています。
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その他、こんなことがありました…
〔４日〕第16回全国障害者スポーツ大会希望郷いわて大会リハーサル大会開催。〔21日〕平成28年度第１回郷土史
教室開催。〔25日〕第３回目の３B体操無料体験講座開催。

　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18人と教員２人、
交流先であるバート・ヴィンプフェン市のコーネリア・
ストール副市長、そして本町国際交流協会の上原会長とウ
ヴェ・リヒタ氏が町役場を訪れ、当町を訪問しての感想や
将来の夢を発表しました。
　一行は、雫石町に５月27日（金）～６月５日（日）の10日間
滞在し、被災地訪問や日本文化体験を行いました。

バート・ヴィンプフェン市庁舎前で市長と記念撮影 ネッカーズルム市の中学校では
日本の歌「ふるさと」を歌って、盛大な歓迎

〔６月３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しました。

　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12名の来町交流が行われました。英語で自己紹
介をするホストファミリーとのウェルカムパーティ
から始まり、あねっこの衣装を着て踊るよしゃれ、
ホームステイ、被災地訪問、雫石中学校での学校生
活、日本文化体験（わんこそば、琴、茶道など）を
８日間にわたり経験しました。今回の交流で日本の
文化や生活に触れた経験を活かし、今後も雫石町と
の交流をより深いものにしてほしいです。

　平成７年から町国際交流協会と青少年留学の翼事業等で交流しているドイツ共和国バート・ヴィンプフェン市と
ネッカーズルム市に、長年の交流に対するお礼と今後の町政運営の参考、自治体国際交流表彰（総務大臣賞）受賞の
報告などを目的とし、雫石町長として初めて深谷町長が国際交流協会員と岩手県立大学准教授の劉文静さんとともに
両市を訪問しました。
　両市長への表敬訪問をはじめ、健康センターや老人ホームでは先進的な取り組みを紹介していただき、また交換留
学生が在籍する学校では盛大な歓迎を受け、草の根交流の広がりを感じる意義深い訪問となりました。

〔６月３０日～７月７日〕

〔６月２０日～２３日〕

今年で８度目　国際交流事業ランドルフ来町！

深谷町長　ドイツ友好都市を表敬訪問

できごと紹介　2016.６月

歓迎会での記念撮影（５月29日）

学生たちが深谷町長を表敬訪問

あねっこの衣装で記念撮影

日本文化のもちつきを体験

〔６月１２日〕 雫石町民登山
　今年目指した山は本県の「五葉山」。素晴らしい快晴の下、参加者36名
が各班に分かれ山頂を目指しました。登山口を出発してから約２時間半、
全員が五葉山の頂に到着。しばらく周辺の風景を眺めて、疲れた身体に少
しの癒しをいただき、最後はにこやかに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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雫石っ子の健康な体づくりを！給食を通じた食育
しずくいしの教育

特 集
　学校給食は成長期にある児童生徒に栄養バランスのよい食事を提供し、適切な栄養摂
取による健康を保持増進することを目的としています。近年、食に関する環境の変化に
より、不規則な食事や栄養の偏り、肥満や生活習慣病、過度の痩身傾向が問題になって
います。岩手県内でも各市町村で給食実施方法を給食センター方式への移行が進む中、
学校ごとに給食室を持つ自校方式をとっている当町では、作り手と子どもたちが顔を合
わせることができる自校式給食の利点を生かしながら、望ましい食習慣の形成に役立つ
よう生きた教材となる給食提供と食育活動を行っています。

【給食献立】
・各学校において、毎月19日の食育の日を中心に工夫を
凝らした献立を実施しています。
 雫石小学校 　　　食育の日メニュー

【給食室の様子】
・毎日給食時間にあわせて調理しているため出来立ての
給食を食べることができます。

【給食時間】・子どもたちは協力し合い準備を進めます。ランチルームのある学校では全校が集まってにぎやかに給
食時間を過ごしています。

学校給食と食育活動の様子

　かおりごはん、よしゃれ豆腐の揚げだし豆腐、磯辺和
え、南部かしわ入りひっつみ汁、あじさいゼリー
 雫石中学校 　　　　雫石恵み給食

　麦ごはん、雫石牛入りメンチカツ、れんこんのカレー
炒め、ミニトマト、雫石野菜ときのこのみそ汁

中総体応援メニュー

　ビビンバ（麦ごはん、肉の甘辛炒め、だいずもやしの
ナムル）、中華風なめこスープ、フルーツヨーグルト

【食に関する指導】
・各小中学校において「おやつのとり方」「スポーツ栄養」
「好き嫌いをしない」など学年に応じた食指導を栄養教
諭・栄養士が実施しています。

・小学校では給食室でご飯を炊いているため、もちろん
ご飯もほかほかです。
　今年度より、町産のおいしいお米を食べてもらうべく、
昨年度まで週１回実施していたパン給食を月２回に変更
し、米飯給食を推進しています。給食では全て町産あき
たこまちを使用しています。

御明神小学校１・２年生への指導の様子
「すききらいをしないでたべよう」

　食べることは私たちの生活に欠かすこ
とのできない営みであり、健康に大きく
かかわります。規則正しい食習慣が定着
するために学校のみではなく、ご家庭で
の声掛けなども大切ですのでご協力をお
願いします。
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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

『本で人をつなぐ　まちライブラリーのつくりかた』
礒井　純充/作（学芸出版社）

　「まちライブラリー」とは、
メッセージカードをつけた本を
持ち寄り、町中に小さな図書館
（本棚）をつくり、本を通して
人と出会おうという活動です。
現在、全国に300以上設置され、
本書ではそのつくり方や、活動
についてふれています。実は、
雫石町内にもまちライブラリー
＠ connected ← connect が
ありますよ。商工会前の素敵な
お店です。

しずくいしおはなし会
日 ７月23日（土）10：00～10：30　場 町立図書館
「からすとみずがめ」イソップ/作
「かりゆしの海」まつい　のりこ/文・絵

たんぽぽおはなし会
日 ７月21日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
・えほん「あかちゃん」
・工作「お魚作って魚つり」
　　　　つどいの広場「たんぽぽおはなし会」

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ８月１日（月）10：30～11：00　場 健康センター

　図書館でも、まちライブラ
リーを始めました。図書館の
蔵書でありませんので、カウ
ンターを通さずにご自由にご
覧になれます。

【設置場所】中央公民館　ふれあい広場

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）

雫中生大健闘!! 第64回岩手地区中学校総合体育大会結果
　６月18日から行われた地区中体では、団体戦で昨年を上回る男女合わせて10種目が優勝、準優勝２種目、３位２種目の
大健闘でした。個人戦では、８種目で優勝、準優勝６種目、３位５種目という結果でした。昨年を上回る好成績となり、
多数の種目で県大会出場を決めました。県大会は、７月16日（土）から18日（月）まで県内各地で行われます。選手の皆さん
のさらなる活躍を期待しています！

【バスケットボール】男子・女子　優勝
【軟式野球】　　　　　　　　 　　優勝
【バレーボール】男子・女子　　　優勝
【ソフトテニス】女子　　　　　　準優勝

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

【ソフトテニス】
男子　３位　　小田島真・篠村共陽
女子　優勝　　簗場美織・山本ふた葉
【卓球】男子　準優勝　　茅橋梓真　
　　　　　　 ベスト８　志田浩気　櫻田拓海
　　　 女子　３位　高橋佑奈　ベスト８　八幡美海
【バトミントン】
男子（ダブルス）　 優勝　　林尻　巧・渋田敦樹
女子（シングルス）優勝　　大久保海
　　 （ダブルス）　 準優勝　佐々木雅・徳田百南
　　　　　　　　　第３位　伊藤桜咲花・上川原小梅、
　　　　　　　　　　　　　佐々木愛花・田中美ん凪

【柔道】
男子（50kg級） 準優勝　平舘　達
（55kg級） 優勝　　古舘大詩
　　　　 準優勝　須藤　翼
（66kg級） 優勝　　藤平涼麻
　　　　 準優勝　渡邉颯太
（90kg超級） 優勝　　須藤　駿

女子（48kg以下級） 優勝　　晴山凪葵
（57kg以下級） 準優勝　黒澤雅依深
（57kg超級）  優勝　　谷地　望
 第３位　村田愛華

報告

【開館時間】 9：00～17：00 （水・金曜日は18：00まで）
【７月・８月の図書館休館日】
　　　　 　７月19、25日
　　　　　 ８月１、８、15、22、29日

 期間 　７月12日（火）～８月25日（木）
 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、貸出します。

読書感想文コンクール課題図書展

しずくいし・まちライブラリーよもっか

県大会出場　団体種目

県大会出場　個人種目
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〔６月４日・５日〕　第45回雫石町スポーツ少年団春季野球大会

〔６月23日〕　雫石町小学校陸上記録会

 メインの部 
優勝　　御明神ゴールデンイーグルス
準優勝　安庭ブルーサンダース

 育成の部 
優勝　　安庭ブルーサンダース
準優勝　雫石ダイナミックス野球スポーツ少年団

 ５　年  ６　年 
 100M 

女子　１位 齋藤あかり（雫石） 15秒 3 １位 長坂　柊花（七ツ森） 14秒 0 　大会タイ
２位 佐藤　凛香（上長山） 16秒 0 ２位 細川　美優（雫石）　 15秒 7
３位 米田　結生（雫石） 16秒 2 ３位 林尻かなみ（御明神） 15秒 8

男子　１位 曽根　大和（雫石） 15秒 1 １位 八幡　翔我（御明神） 14秒 4
２位 杉澤　直輝（安庭）　 15秒 6 １位 細川　本気（雫石） 14秒 4
３位 用　　一冴（七ツ森） 15秒 7 ３位 高藤　集功（南畑） 14秒 6

 800M女子 
１位 白木　美樹（雫石） 2分56秒 6 １位 長坂　柊花（七ツ森） 2分32秒 1　大会新
２位 浦田　美咲（下長山） 2分58秒 9 ２位 古川　莉子（安庭） 2分37秒 3
３位 佐藤　凛香（上長山） 3分05秒 5 ３位 上路　華子（七ツ森） 2分58秒 2

 1000M男子 
１位 谷地　翔成（御明神） 3分28秒 7 １位 天瀬　海斗（御明神） 3分27秒 6
２位 下川原航太（雫石） 3分31秒 7 ２位 村田　敬心（安庭） 3分28秒 2
３位 吉田　蒼生（安庭） 3分43秒 2 ３位 平原　勇頼（雫石） 3分36秒 5

 80Mハードル 
女子　１位 渡邉　野和（雫石） 16秒 8 　大会新 １位 古川　莉子（安庭） 14秒 2 　大会新

１位 平子　　陽（雫石） 16秒 8 　大会新 ２位 高見　唯稟（橋場） 17秒 1
３位 松原　佑奈（雫石） 18秒 3 ３位 佐々木春陽（七ツ森） 17秒 6

男子　１位 上野　佑陸（雫石） 15秒 1 　大会新 １位 天瀬　海斗（御明神） 15秒 6
２位 小田　和成（下長山） 15秒 2 　大会新 ２位 佐々木将成（雫石） 16秒 1
３位 谷地　翔成（御明神） 15秒 7 ２位 曽根　武尊（雫石） 16秒 1

 走 高跳  
女子　１位 四ツ家愛華（御明神） 1ｍ09 １位 德田　陽与（七ツ森） 1ｍ15

２位 杉村　茜音（雫石） 1ｍ03 ２位 細川　心菜（南畑） 1ｍ12
３位 長坂　　茜（下長山） 1ｍ03 ３位 萩臺　眞耶（橋場） 1ｍ06

男子　１位 竹村　唯斗（七ツ森） 1ｍ10 １位 渡邉　岳流（雫石） 1ｍ33
２位 小田　和成（下長山） 1ｍ05 ２位 八幡　翔我（御明神） 1ｍ27
３位 武田　　錬（雫石） 1ｍ05 ３位 佐々木大喜（安庭） 1ｍ21

 走 幅跳  
女子　１位 高橋　白羽（雫石） 3ｍ15 １位 新里萌々花（御明神） 3ｍ62

２位 髙橋　明希（安庭） 3ｍ04 ２位 德田　南果（七ツ森） 3ｍ29
３位 岩持　華菜（御明神） 3ｍ03 ３位 滝沢真結菜（上長山） 3ｍ16

男子　１位 杉澤　直輝（安庭） 3ｍ71 １位 高藤　集功（南畑） 4ｍ08
２位 用　　一冴（七ツ森） 3ｍ43 ２位 村田　敬心（安庭） 3ｍ90
３位 川崎　卓磨（雫石） 3ｍ34 ３位 千葉　朝陽（橋場） 3ｍ57

 投  
女子　１位 坂井彩也花（上長山） 30ｍ85 １位 林尻かなみ（御明神） 36ｍ89

２位 伊藤　心優（雫石） 30ｍ56 ２位 越川ましろ（西根） 35ｍ63
３位 松原　希佳（上長山） 29ｍ99 ３位 菅原穂乃佳（雫石） 32ｍ44

男子　１位 小笠原愛輝（安庭） 45ｍ75 １位 植野　叶泰（御明神） 60ｍ08
２位 天瀬　颯太（御明神） 41ｍ13 ２位 小笠原　彩（安庭） 50ｍ03
３位 倉橋　悠斗（安庭） 40ｍ21 ３位 米田　藍斗（御明神） 48ｍ26

 400Mリレー（共通種目）女子  400Mリレー（共通種目）男子 
１位 雫石小学校 1分02秒 4 １位 雫石小学校 57秒 5
２位 七ツ森小学校 1分02秒 6 ２位 御明神小学校 58秒 4
３位 御明神小学校 1分02秒 8 ３位 安庭小学校 1分01秒 6
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教育委員会定例会リポート／小・小連携交流会教育行政・学校のページ

 教育委員会定例会リポート（５・６月）
― その１　議案編（６月定例会）　以下の案件が可決されています。 ―
１．雫石町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について
２．雫石町社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて
３．雫石町文化財保護審議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて

― その２　質疑応答編（５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）

　５月の定例会では、安心子育て医療費給付の仕組み、小学校適正配置に係る進捗状況、小学校プールの老朽化の
状況、ファミリーマラソン時の道路の混雑状況、鴬宿運動場のネットフェンスの更新予算、ドイツからの訪問団へ
の対応、中央公民館の絨毯及びクロス張替の改修日程についてなどが話し合われました。

委員 就学援助事業の対象費目について、中学校のクラブ活動費は対象となっているか。
教委  現時点では対象にしておりませんが、他市町村で対象にしていることもあり試算はしています。中学校には

様々なクラブがあり、対象とする基準をどうするのか、相当な金額が見込まれることから財源はどうするの
か等、実現には障害が多いのが現状ですが、生徒達が費用を気にせず自らが望むクラブ活動に打ち込むため
にもクラブ活動費を対象にしたいと考えております。

小・小連携交流会〔６月29日・30日〕
　今年も各小学校の６年生を対象にした「雫石町小・小連携交流会」を、Aグループ（雫石小１組、御明神、橋場、
大村、南畑、安庭小の計66人）は６月29日（水）に御明神小学校で、Bグループ（雫石小２組、七ツ森、上長山、
下長山、西根小の69人）は６月30日（木）に七ツ森小学校でそれぞれ開催しました。
　この行事は、「多様なものの見方や、考え方に触れ、相手を尊重すると共に自己を確立する契機とすること」や「中
学校生活のイメージと見通しをもたせ、安心して中学校進学を迎えさせること」などをねらいとしています。
　Aグループでは「心と言葉のキャッチボール」の交流テーマを基に、中学校の先生による自己紹介ならぬ「他

た

己
こ

紹介」をする国語とボールや棒を使って連携を図る体育が行われました。Bグループでは「作って交流・動い
て交流」の交流テーマを基に、新聞紙を使ったモニュメントを作る図工、中学校の先生による機敏な動きを学ん
だ体育が行われました。
　「最初は緊張したけれど積極的に交流できてよかった」「今日の経験をもとに中学校でも活かしたい」「中学校
生活が楽しみ」などみんなで感想を発表し合いました。
　参観した保護者の方からは「新鮮な授業だった」「今回のような交流する場がもっとあるといい」など感想があ
りました。これからの小学校生活をより充実させて、４月からの中学校生活につなげていくことを期待しています。

オリエンテーリング

機敏な動きを学んだ体育

棒を使って協力し合う体育

新聞紙を使った
モニュメントを
作る図工

報告
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　橋場小学校

　５月21日（土）学区民合同大運動会が行われました。今
年度は、「最後まで協力し合う橋場っ子！」のスローガ
ンの下、全校15名が紅白に分かれて優勝目指し競い合い
ました。本校ならではの競技の工夫の一部を紹介します。
　「玉入れ」は、紅白２つのかごをぴったりくっつけて
設置します。どちらのかごに入れても得点になり、会場
が盛り上がります。「綱引き」は、２対２、３対３、５
対５で３回行う、体力と作戦が勝負の競技です。「全校
リレー」では、全員が100Mを走りますが、走順を工夫し、
力の限り走り抜きます。また、親子競技の「親子デカパ
ンリレー」は、ほのぼのとした雰囲気の中で競い合います。

　本校の運動会の大きな特色としては、学校・保育所・
４つの地区（行政区）が合同で開催しているところです。
運動会の進行や用具の準備、採点等は保護者を中心とす
る地域の方々が担当し、みんなで運動会を創り上げてい
ます。
　地域の競技は全て、地区対抗で行われます。ボール送
り、ムカデ競争等の競技の他に、ご年配の方々を対象と
した「縄ないレース」などもあります。これは、交代で
縄をない、その長さを競います。熟練された手つきでど
んどん縄がのびていきました。（職員チームは縄になら
ずに失格でした…）
　児童も地域も「輝く」本校運動会は、学区民全員が一
つになる橋場の春を飾る一大イベントになっています。

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

橋場小学校副校長　下村　俊英

　今年度の優勝は僅
差で赤組でしたが、
全員が精一杯がんば
り満足した表情で運
動会を終えることが
できました。

熟練の手慣れ「縄ないレース」

紅白玉入れ

児童も参加「パン食い競争」

１年　新里　麗美
「たのしかったパンくいきょうそう」
○うんどうかいで、パンくいきょう
そうがとてもたのしかったです。

◆初めての運動会。パン食い競争で
口を大きく開けて、パンを食わえよ
うと頑張っている様子が、とても上
手に描けました。
　来年の運動会も、楽しみですね。

4年　千葉　光智
「がんばった　さんさ」

○橋場伝とうのこまくささんさの絵
をかきました。はんてんにしわをつ
けて、おどっているように上手に描
くことができたと思っています。

◆しなやかに踊っている様子が上手
に描けています。踊りだけでなく、
太鼓も描き、こまくささんさの様子
が表現できました。

５年　新里　侑真
「水墨画」

○毛越寺を見学したときに、白じか
の伝説で毛越寺ができたことを知り
ました。白じかをうまく描けたし、
すみのこさや筆のつかい方を工夫し
て水を表現しました。
◆水の量を調整し墨の濃淡を生か
し、さらに筆遣いにも工夫し、丁寧
に仕上げました。

～橋場小学校学区民合同大運動会～シリーズ「輝」
№133
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　７月３日に行われた町消防演習にラッパ隊の一員として
参加してきました。小太鼓を担当しましたが、バチを握る
のはなんと８年ぶり…！今回はミスが多かったので、次に
向けて練習あるのみです！雫石町に帰ってきてからたくさ
んの行事に参加させていただき、感謝です。（K）

　先日、県指定天然記念物白沼のモリアオガエルの観察にK
さん・Hさんと葛根田川上流へ行ってきました。雨の降る中、
急こう配が続く山道。声を掛け合いながら、やっと着いた白沼
で、モリアオガエルの卵を確認することができました！アクシデ
ントもありましたが貴重な経験をさせていただきました。（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！

　いわてスーパーキッズは、世界で活躍するトップアスリートとなる人材の発掘・
育成やスポーツへの挑戦を通して世界に通じる「人間力」を育むことなどを目的に、
（公財）岩手県体育協会が、県内の小学校４年生（受験時）以上を対象に募集・選
考を行っています。
　このたび晴れて「いわてスーパーキッズ」の仲間入りを果たした村田敬心さん（安
庭小・６年）、植野叶泰さん（御明神小・６年）、古川莉子さん（安庭小・６年）の
３人にお話を伺いました。３人は９期生として４月から活動を開始しています。

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16回 Ｋ編第４回〉　いわてスーパーキッズ９期生のみなさん　

（K）「いわてスーパー
キッズ」に、雫石町から
選ばれたということで、
皆さんにインタビューし
ていきたいと思います。
はじめに、応募したきっ
かけはなんですか？
（植）自分の運動能力を試したかったからです。
（村）親からすすめられたからです。
（古）親にすすめられて、自分の運動能力を試したかったか
らです。

（Ｋ） スーパーキッズではどう
いう活動をしていますか？
（植）倒立の練習やダッシュ
の速くなるコツとかをやって
います。
（Ｋ） ダッシュが早くなる練習
というのはどういうことを
やっていますか？
（村）スタートの練習です。
（植）クラウチングスタート
とか。

（Ｋ）他にはありますか？
（村）柔軟とか座学もやります。座学は、食事と、前は目標
設定をやりました。
（Ｋ）活動をしていて楽しかったことはありますか？
（村）宮古商業でやったレスリングがおもしろかったです。
（Ｋ）他にも色々なスポーツに挑戦したのかな？
（村）次は御所湖でカヌーをやります。
（Ｋ）活動に参加して、生活や気持ちの面で今までと変わっ
たことはありますか？ 
（植）友だちを一杯つくれるようになりました。
（村）食事について、毎日何を食べたか気にしています。後
から振り返ってこの日は何を食べたかとか。

（Ｋ）食事の内容は今までと変わりましたか？
（村）野菜が多くなりました！前はそんなに食べなかったけど。
（Ｋ）今は積極的に食べるようにしているんですね。
（村）そうです。
（Ｋ）莉子ちゃんはどうですか？
（古）返事や挨拶が積極的にできるようになりました。
（Ｋ）では、次に皆さんの今後の目標を教えて下さい。
（古）毎日バランスの良い食事をとって、倒立の練習をちゃ
んとすることです。
（村）今年で倒立を出来るようにすることです。
（植）走り方などに気をつけて、倒立をなるべく早く出来る
ようにしたいです。
（K）みなさん倒立が出来るようになることが目標なんです
ね。今はどのくらい出来ますか？
（植）1回のぼるまでは支えてもらって、そこからはなして出
来るようになってきました。
（Ｋ）みなさん少しずつ出来るようになっているんですね。
では、最後に町民の皆さんに伝えたいことはありますか？
（村）何人でもいいから、１人でも多くスーパーキッズが出
てほしいです！

競技体験トレーニング
でのラグビー体験

競技体験トレーニングで
のレスリング体験

左から植野叶泰さん、村田敬心さん、
古川莉子さん

倒立の練習

３人の今後の活躍に期待
しています！
雫石町から、全国や世界
に羽ばたく選手のみなさ
んを町全体で応援してい
きましょう。
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