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教育しずくいし

雫石町教育委員会広報紙

第 27
27回雫石中学校体育祭開催
回雫石中学校体育祭開催

情報が満載！

歴史文化 スポーツ

校

教育行政 学

雫石の

5/12

第35回岩手山ろくファミリーマラソンが開催されました

今回で35回目を迎えた岩手山ろくファミリーマラソンは、快晴の中、
1,400人以上の参加者をお迎えし、最遠方は福岡県、最高齢は町内在住の
91歳、最年少は２歳と、全国各地から幅広い年代のランナーが参加しまし
た。今年はハーフの部、10 kmの部、３kmの部、２kmの部、ペアの部、
COGY（足こぎ車いす）の部に分かれ、誰もが参加出来る大会として参
加者の幅を広げるとともに、昨年と比べ年齢別に部門を増やしたことで受
賞者が増え、楽しめる大会となりました。

表彰式の様子

元気よくスタートする選手たち

5/18

笑顔で選手宣誓！

雫石中学校体育祭が開催されました

好天の中、第27回雫石中学校体育祭が『「翔舞」〜燃えよ魂 四色の絆〜』のスローガンの
もと開催されました。今年も紅・青・黄・紫の４つの組団に分かれ、全校が一丸となり、白熱
した競技と応援を繰り広げました。
雫中伝統の応援合戦は、連日の練習成果により、迫力あるその姿に雫中魂が発揮されていた
ほか、今年度のリレーには先生チームも加わり、大いに盛り上がりました。
生徒たちが体育祭で高めた団結力を、今後の学習や部活動などで発揮してくれることに期待
します。

2

校長先生も走りました！
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雫石中学校家庭部 六次産業化体験実習

5/20 今年も「家庭部菜園」作りました！

雫石中学校家庭部では、野菜で加工品を作り販売する「六
次産業化活動」の一環として、
野菜栽培に取り組んでいます。
校門前の畑を地元の方から借り、サツマイモをはじめとする
イモ類、キャベツ、トマト、ピーマンなどの夏野菜を、約20
種類栽培しています。この取り組みを始めたのは2017年から
で、畑作りには町農業者トレーニングセンターの専門指導員
も参加し、土づくり、畝づくり、マルチがけなどの指導を受
けながら作業を進めています。育てた野菜は、収穫のたび調
理実習で使用していくほか、夏休み中は「家庭部食堂」を開
店し、職員室向けのランチサービスを行っています。しずく
いし産業まつりでは、部員たちで加工したスイートポテトタ
ルトの販売を予定しています。

5/25 町内の小学校で運動会が行われました
雲ひとつない青空の下で、今年も町内５小学校の運動
会が開催されました。各校の児童はそれぞれのスローガ
ンのもと、赤組と白組に分かれ競技に奮闘しました。ま
た、応援合戦では大きな声を出し合って、家族や地域の
皆さんに一生懸命頑張る姿を見せました。

雫石小学校スローガン「めざせ総合優勝！
〜みんなで協力し合い、全力をつくして〜」
１・２年生合同競技玉入れ

七ツ森小学校スローガン「令和最初で最高の運動会
〜チームワークで心を一つに〜」１・２年生表現Y・M・C・A

西山小学校スローガン「全力！協力！西小魂」
全力！協力！紅白代表リレー

御明神小学校スローガン「全力・協力・最後まで」
声を合わせて！応援合戦

御所小学校スローガン「心ひとつに！令和の風になって」
１・２年生お国めぐり音頭〜新しいはっぴを着て〜
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しずくいしの教育

特集
スローガン

育てよう！情報メディアと付き合う力
取り組もう！家族一緒に読書や勉強

〇教育振興運動とは、学校・家庭・住民などが総ぐるみで地域の教育課題の解決に自主的に
取り組む運動です。≪かしこく・やさしく・たくましい≫雫石っ子をみんなで育てるため
に、積極的に運動へ参加しましょう！

１

町の共通課題への取り組み

課題1 「情報メディアとの上手な付き合い方」
○ スマホルール
家族で話し合い、具体的な使用ルールを作りま
しょう（ルールを見直しながら、安全で上手な使
い方を身に付けましょう）
。
○ テレビ・ゲームの目標時間
「テレビ視聴時間 + ゲーム時間」は１日２時間以
内が目標です。
○ ノーゲームデーの実施
町内全ての小学校・中学校・高校が実施します。
６・11月にそれぞれ１日ずつ設定。100％ 達成を
目指し、より良い生活をおくるためのきっかけに
しましょう。
○ メディア標語コンクール
情報メディアについて考えるきっかけとして、町
内の小学生を対象に標語を募集します。

２

子育て講演会

３

○

地域で子育てについて共に考え、
学ぶ場の創出を目指し、各実践区
ごとに開催します。

○

課題2 「読書大好き雫石っ子」への取り組み
○ 家読10への取り組み
家族みんなで１日10分間以上読書をしましょう。
家族みんなで図書館や図書室を積極的に利用しま
しょう。
○ 我が家おすすめの一冊
親子で読書をし、読んだ本の感想を親子読書カー
ドに書いて、「我が家おすすめの一冊」を紹介し
ましょう。
○ 第13回雫石町親子読書のつどいの開催
年齢別の読み聞かせや、スペシャルゲストによる
お話し会、昔語りや「我が家おすすめの一冊」展
を行います。
日 時 ９月28日（土） ９：00〜11：30
場 所 中央公民館

実践交流会

子どもの健やかな成長を考え、確かめあう場です。
メディア標語の表彰、講演会、七ツ森小学校実践区による発表
を予定しています。
日 時 11月30日（土） ９：00〜12：00
場 所 中央公民館 野菊ホール

５者会議での「メディアとの付き合い方」学習

挨拶と交通安全に取り組もう！

雫石小学校実践区では、子ども・家庭・学校・地
域・行政の５者が集まって家庭でのルール作りをど
う進めるか話し合いました。DVDによる学習も行い、
SNSの怖い面を知る良い機会となりました。

雫石高等学校実践区では、６月の衣替えに合わせ、
登校時間帯に保護者と生徒、教職員そして雫石交番
の協力のもと「挨拶運動」と「交通安全指導」を行
いました。

4
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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
『やさしすぎるあなたがくたびれないための介護
ハンドブック』東田 勉[著]（大和書房）
働きながら介護を続けるた
めの具体的な実践方法につい
て書かれた本です。
著者は、突然やってくるこ
とが多い身内の介護は、共倒
れする前に、できることを模
索することが大切と述べてい
ます。はじめての介護で誰も
が必ずつまずくであろう点
や、各種制度なども、さまざ
まな視点からやさしく解説さ
れています。

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）
【６・７月の図書館休館日】
毎週月曜日
※ただし、７月15日は祝日開館し、７月16日に休
館します。

5/9

七ツ森小学校にもっと「おきな草」を咲かせよう！

児童と賢治の会が「植える会」を開催

七ツ森小学校３年生16人が、雫石と宮澤賢治を語る
会（以下、「賢治の会」
）の会員12人とともに、同校で
「おきなぐさを植える会」を行いました。
この行事は賢治が七ツ森に咲く可憐なおきな草に感
動して童話「おきなぐさ」を書いたことにちなんで賢
治の会が10年前から取り組んでいるもので、七ツ森小
学校児童と合同で植えるのは今回で６回目です。
この日30本の花苗を植えた児童たちは、これから〈花
が種のついた綿毛に代わり、それが風に乗って飛んで
行き、どこかでまた芽を出す〉
という童話のテーマ〈命
のリレー〉を観察します。

聞いて楽しいおはなし会
たんぽぽおはなし会

乳幼児対象

テーマ「やさいいろいろ」
日 ６月20日
（木）10：30〜11：30 場 中央公民館
えほんの読み聞かせ、紙芝居、工作など。 おたのしみに♪
乳幼児対象

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 ６月28日
（金）10：30〜11：00
幼児・小学生対象

しずくいしおはなし会

日 ６月29日
（土）11：00〜11：30

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！
《７月のおはなし会》
13日（土）14：00〜14：30
27日（土）11：00〜11：30

問合せ
図書館（692 5959）
QRコードでHPへ簡単アクセス！

5/28

御所小学校で体育館落成記念
コンサートが開催されました

今年３月に完成した体育館の落成記念コンサートが
開催されました。このコンサートは御所小学校が県の
「いわて芸術家派遣事業」に応募し、開催が決定した
ものです。
いわてフィルハーモニー・オーケストラ総勢23人が
来校し、クイズコーナーや楽器紹介、また『威風堂々
第１番』など、たくさんの曲を演奏しました。全校児
童はオーケストラの演奏に合わせ『さんぽ』を元気よ
く合唱し、オーケストラが児童の指揮に合わせて演奏
するなどの共演も行いました。児童は新しい体育館の
完成を祝うとともに、楽しみながら音楽に触れる時間
を過ごしました。

広報●教育しずくいし●2019●6●No.171●

014999-01̲171号.indd 5

5

2019/06/07 13:30

教育行政・学校のページ

教育委員会定例会リポート/町スクールガード講習会/雫中３年生による国道清掃
教育委員会定例会リポート
/町スクールガード講習会/雫中３年生による国道清掃

教育委員会定例会リポート（４・５月）
― ４月定例会

質疑応答編 ―

４月の定例会では、雫石町歴史民俗資料館の資料展示、御明神小学校大規模改修工事などについて話し合われ
ました。

― ５月定例会

議案編

以下の案件が可決されました ―

１．教育相談員に関する規則の一部改正の臨時専決処理に関し承認を求めることについて
２．社会教育指導員に関する規則の一部改正の臨時専決処理に関し承認を求めることについて
３．雫石町社会教育委員の委嘱の臨時専決処理に関し承認を求めることについて
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）

案内
6/20

第53回 雫石町小学校陸上記録会を開催します！

日
日々練習に励んできた選手たちの応援に、皆さんぜひお越しください！
【開催日】６月20日（木）※雨天の場合は６月21日（金）
に順延。
【時 間】入場行進 ９：15〜、開会式 ９：25〜、競技開始 10：00〜
【場 所】雫石町総合運動公園陸上競技場
【種 目】100ｍ、800ｍ
（女子）
、1000ｍ
（男子）
、80ｍハードル、400ｍリレー、走り高跳び、走り幅跳び、ボール投げ

町スクールガード講習会並びに児童生徒
見守り活動団体連絡会議を開催しました

5/14

5/30

雫石中学校３年生による国道
清掃が行われました

地区ごとの意見交換会の様子

町内の児童生徒が安全に登下校できるよう、通学路の
安全確保のためにパトロールをしていただいているス
クールガードをはじめとする皆さんが集まって、講習会
や情報交換、協議などを行いました。
講習会では、盛岡西警察署・生活安全課の藤井菜々子
生活安全主任を講師に招き、本町におけるスクールガー
ド活動の留意事項や、管内での声掛け事案、犯罪・交通
事故などの発生状況についてお話しいただきました。講
演では、
児童生徒に対する防犯教育が非常に大切であり、
また地域の方々にも畑作業中や犬の散歩などの日常にお
ける「ながら見守り」をぜひ継続して、地域で子どもた
ちを見守ってほしいとお話がありました。
情報交換・協議では、地区ごとにグループをつくり、
スクールガード活動をする上で気がついた現状について
意見交換を行いました。

6

今年も「５/30・ごみゼロ」にちなみ、雫石中学校３
年生133人による国道46号の清掃活動が行われました。
今年で42回目を迎えた国道清掃は、生徒の郷土を見つ
め、愛する心を育てること、また生活環境について学び、
考えて行動していく力を育成することを目的に、昭和53
年５月から始まりました。
生徒たちは仙岩トンネル周辺から雫石バイパス西口ま
での道のりを８班に分かれ、班ごとに約１キロほど歩き
ながら、ふるさと雫石町をきれいにしようとタバコの
吸い殻などのゴミを拾い集めました。今年は、合計で
110 kg のゴミを回収しました。
活動後には、いつも国道を通っているドライバーの方
から、清掃活動に対するお礼の電話をいただき、生徒た
ちはこの活動を通じて、自分たちの奉仕が社会貢献へつ
ながっていることをより実感できる経験となりました。

広報●教育しずくいし●2019●6●No.171●

014999-01̲171号.indd 6

2019/06/07 13:30

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」

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 御明神保育所

笑顔がいっぱい！

№167

御明神保育所の５月末の児童数は63人です。その中に毎週橋場へ
き地保育所のお友だち３人が来て合同保育を楽しんでいきます。
新年度が始まってまだ２ヶ月が過ぎたばかりですが、毎月の身体
測定、誕生会、避難訓練、食育活動があり、食育活動では畑での活
動が始まりました。保育所の畑ではミニトマト・ピーマンの苗を５
歳児が一人１本ずつ植え、３、４歳児は枝豆の種まきをしました。
地域の方にお借りしている畑にはサツマイモを植え、収穫を楽しみ
にしています。
その他も５月は行事が山盛り！交通安全教室では祖父母の方々と
一緒にお勉強、お出かけ水族館では海の小さな生き物とお友達にな
りました。春の遠足では草花や蟻を見つけ、大型遊具を楽しんで、
おいしいお弁当を頂きました。

所長

小川

佐冨

畑に野菜の苗を植えました

今後もさまざまな行事があ
りますが、秋には保育所の前
に広がる芝のグランドで、橋
場へき地保育所児童と一緒に
運動会を行う予定です。これ
から秋までの期間、普段の保
育の中でこのグランドを活用
した体力作りに励んで心身と
もにたくましく育っていって
ほしいなと思っています。
一緒に信号の見方を学びました

遠足でお花を摘んで指輪にしました

子どもたちの力作を紹介します

作品「あじさい」

よこさわ

３歳児

横澤

−本人（○）と先生（◆）からのコメント−

作品「傘」

り さき

璃咲さん

なかむら

４歳児

作品「あじさい」

つき

すがわら

中村 月さん

５歳児

ふう か

菅原 楓禾さん

○青色が大好きなんだよ！いーっぱいぐ
りぐりぬったよ！でこぼこのとこをぬる
のが、楽しかった！

○ハサミを使うのが少し難しかったで
す。傘の模様を付けるのが楽しかったで
す。カエルのお顔を可愛く書きました。

○葉っぱとお花をハサミで切るのが難し
かったけど頑張りました。和紙を絵の具
で染めるのが一番楽しかったです。

◆紙皿の上を青色のクレヨンで塗り、細
長い画用紙をバッテン印になるように糊
で貼り合わせ、アジサイのお花に見立て
ました。

◆好きな色の傘を選んで画用紙に貼り、
水玉の紙をハサミで切って傘の模様にし
ました。カエルの顔や傘のまわりはクレ
ヨンで自由に描き、個性のある作品にな
りました。

◆様々な素材を合わせて製作をしまし
た。どんな模様になるかワクワクしなが
ら和紙を染めたり、決まった線からはみ
出ないようにハサミで切ったり、楽しみ
ながら頑張って作りました。
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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

みんなでレクリエーションスポーツ！
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「キックベースボール」
基本ルールは野球 ･ ソフトボールとほぼ同じです。ハンドボールぐらいの大きさのボールを使います。ソフトバレーボー
ルを代用すれば、小さな子どもでも、体育館などの室内でもプレーが可能です。
どうやって遊ぶの？
①５〜10人で均等人数チームを作り、打順と先攻後攻を決めます。
②攻撃では、ホームベース上にボールを置き、キッカー
（打者）がそのボー
ルを足で蹴り、１塁へ走ります。
③守備では、守る位置は適当でＯＫ。空中に上がったボールをノーバウン
ドで捕球するか、転がったボールを捕球した後、走者が塁ベースに着く
前にその塁へ送球するか、直接タッチしてアウトを取ります。
④攻守交代の目安は、７人以下の場合は２アウトで、８人以上の場合は、
３アウトが適当です。
⑤試合は、通常４〜５イニング制です。
どこで借りられるの？ 町営体育館の受付窓口で借りられます。

4/27〜5/5

町営野球場工事後初の試合が
行われました

町営野球場にて「春季東北地区高校野球盛岡地区

5/3 雫石町早起き野球大会開幕

今年の早起き野球大会には10チームが参加しました。

予選」が開催されました。同野球場は、昨年の秋か

町営体育館での開幕式終了後、各チームは鴬宿運動

らバックネット更新工事と内野の土入替えおよび外

場に移動をして予定されていた試合を行い、７月まで

野ファールラインの設置を行い、今年３月末に完成

の約１か月半にわたり行われる試合の第一歩を踏み出

しました。

しました。

工事終了後初の利用となった同大会には、連日多

試合は２リーグに分かれ、町内の各運動場を中心に

くの方が観戦に訪れ、
各校の一投一打に歓声を上げ、

午前５時から午前７時まで試合が行われ、両リーグ上

また、高校生らしいハツラツとしたプレーに大きな

位３チームが決勝トーナメントへの切符を獲得し、そ

拍手を送っていました。

の中から優勝チームが決定する予定です。

町内で行われる各種スポーツ大会
日

６月

７月

程

大会名

場

所

20日（木）

雫石町小学校陸上記録会

陸上競技場

23日（日）

第45回御所地区混合バレーボール大会

町営体育館

東北電力旗ミニバスケットボール岩手地区予選

町営体育館

三陸学童 ･ もりしんカップ県学童野球岩手南地区予選

鴬宿運動場

30日（日）

第53回岩手県アーチェリー選手権大会

陸上競技場

６日（土）〜７日（日）

雫石中学校招待サッカー大会

陸上競技場

13日（土）〜14日
（日）

第８回東北少年野球大会岩手県予選

鴬宿運動場

29日（土）〜30日
（日）

※上記日程は、５月末時点でのものになります。大会当日までに変更になる場合もありますので、ご了承ください。
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せ

募 集

お知ら

雫石町ジュニアアスレティック教室

第１回郷土史教室 雫石地区の歴史探訪（その1）
〜新ルートの史跡、伝説の地も訪ねます〜
滴石史談会と町教委の共催により開催します。今回は小岩
井農場周辺の開拓地を訪ね、その歴史を紹介します。
（土）８：45集合〜15：00解散
日 時 ６月22日
行 程 中央公民館集合―長山街道分かれの文化財石碑―仁
沢瀬橋―網張街道（小岩井駅・農場旧入口・重要文
化財の本部事務所）―沼返（地名伝説紹介）―「七
ツ森」（地域公で休憩）・「陽和郷」
・
「中沼」の三開
拓地の歴史を現地で解説―晴山の餓死供養塔―（中
央公民館・昼食）―遮光器土偶出土の桜沼遺跡・
「名
子」地名の由来―生森一里塚―七ツ森払下げ顕彰
碑―御所野原の開田と水路（地域公で休憩）―雫石
城跡―「舘坂」周辺―中央公民館帰着 解散
定 員 先着15人（町内に在住または町内勤務の方）
参加費 １人800円（昼食・資料代込み）
（土）９：00〜６月19日（水）
申 込 ６月15日
中央公民館へ（692‑4181）

ト

イベン

日 時
【３期】７月２日
（火）
〜９月10日
（火）
16：30〜18：00（毎週火曜・全10回）
※８月13日は休講
【４期】７月４日
（木）
〜９月12日
（木）
16：30〜18：00（毎週木曜・全10回）
※８月15日は休講
場 所 町営体育館
内

講

容 バランスボール・マット運動などいろいろなス
ポーツ体験（陸上・サッカー・バドミントン・
ティーボール・バスケットボールなど）
師 町体育協会スタッフ

対象・定員 町内の小学生、それぞれ先着10人
受講料 2,200円（施設使用料・保険料含む）
申

込 ６月22日
（土）８：30〜６月28日
（金）
町営体育館へ（692‑5030）

雫石町筋力アップ＆体力向上教室
国立公園で楽しむ親子の自然体験

登山ガイドと大松倉山に登ろう
「家族で登山経験はあるけど自分たちだけだと不安」とい
うビギナーさん向け行事です。網張展望リフトで1300 m 付
近まで登り、1407.5ｍの大松倉山を目指し往復します。
日 時 ６月29日（土） ８：00〜15：00
集
講

合 網張スキーセンター前
師 日本山岳ガイド協会認定ガイド２人

定

員 先着10組（大人と小学生以上の子ども）
※子どもは複数名でも可です。
１人 1,900円
参加料 大人
小学生 １人 1,100円
※リフト代が含まれています。
申 込 網張ビジターセンター運営協議会へ電話またはメー
ル（693‑3777、amihari@vanilla.ocn.ne.jp）

これでバッチリ！自由研究 〜はじめの一歩〜

日 時
【３期：午前の部】７月２日
（火）
〜９月10日
（火）
10：00〜11：30（毎週火曜・全10回）
※８月13日は休講
【４期：午前の部】７月４日
（木）
〜９月12日
（木）
10：00〜11：30（毎週木曜・全10回）
※８月15日は休講
【４期：夜間の部】７月４日
（木）
〜９月12日
（木）
19：00〜20：30（毎週木曜・全10回）
※８月15日は休講
場 所 町営体育館
内 容 マシントレーニング・バランスボール・チュー
ブトレーニングなど体力や年齢に応じたプログ
ラムの作成・実践
講 師 町体育協会スタッフ
対象・定員 町内在住の方、それぞれ先着10人
受講料 3,200円（体育館使用料・保険料含む）
申 込 ６月22日
（土）８：30〜６月28日
（金）
町営体育館へ（692‑5030）

自由研究（調べ学習）のテーマの決め方などを楽しみなが
ら学びます。図書館を使いこなそう！
日 時 ７月７日（日）９：50集合、10：00開始
場
対
講
内

所 町立図書館
象 小学校４年生から６年生までの児童
師 町立図書館 司書
容 ①百科事典の引き方
②テーマの決め方
③本の調べ方など

定

員 先着８人
持ち物 筆記用具
申 込 ６月15日（土）10：00〜
図書館へ（692‑5959）

〜１日に350g の野菜を食べよう〜

厨房レッスン
今回は「焼き鯖の南蛮漬け ゴボウといんげんの塩き
んぴら」を作ります。
（水）10：00〜13：00
日 時 ７月17日
場 所 中央公民館
講
定

師 町食生活改善推進員連絡協議会の皆さん
員 先着15人

受講料 １人1,500円
申 込 ７月11日
（木）
までに
中央公民館へ（692‑4181）
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「M」の小部屋

した！
聞いてきま
シリーズ対談・編集担当
〈通算第51回〉 Ｍ編第２回

第35回岩手山ろくファミリーマラソン ゲストランナー
IBC 岩手放送 アナウンサー 甲斐谷 望さん
今回は、５月12日
（日）に開催された第35回岩手山ろくファミリーマラソンでゲストラ
ンナーを務め、笑顔で走り切った IBC岩手放送アナウンサー 甲斐谷望さんにお話しを
伺いました。
（M）今回出場されたきっかけは？

ですが、そうすると「あとどれくらいかな？」とか考えてし

（甲斐谷 望さん：以下（甲）） 岩手山ろくファミリーマラソ

まう。ところが本番ではそれが全然なくて、やっぱり参加さ

ンが、元々は IBC岩手放送が主催して小岩井農場で行われて

れてる方と一緒に走る、誰かと一緒に走るっていうのがマラ

いたという歴史から、「今回のゲストランナーとして参加し

ソンの楽しみだと思いました。みんな一緒の目標に向かって

ませんか？」と声をかけていただきました。私は岩手県が地

いる、一緒のゴールに向かっているという感じがして、勝手

元でずっと暮らしていますが、もともと運動が得意な方では

に団結を感じてしまいました。

ないので、マラソン大会に出たことはなかったです。ですが、 （M）実際に３キロを走っ
せっかくこういう機会をいただいたので、走ってみたいと思
い、出場を決めました。

てみていかがでしたか？
（甲）思ったより短かった
ですね。よしゃれ通りの近
隣の方たちがたくさん声を
かけてくれて応援してくれ
たのがとても嬉しかったで
す。
すれ違うランナーの皆さ
んとも声を掛け合ったり、
ハイタッチをすることが出
来たのがとても楽しかった
ですね。
（M）みなさんに伝えたい

開会式での挨拶の様子

ことはありますか？
（M）初めてマラソン大会に出るのは勇気がいったのでは？

（甲）このマラソン大会の魅力というのは、本当に小さいお

（甲）最初聞いた時「走れるかな〜」と、不安というか少し

子さんから年齢を重ねた人まで参加することができるという

心配みたいなものはありました。ですが幅広い年齢の方が参

ことだと思います。今日は本当に豊かな自然の中、天気の良

加しているマラソン大会で、今日も一番下の子が２才、上の

い中で気持ちの良い風を感じながら走ることができました。

方が91才だったので、自分のペースで走ること、早く走るこ

このような環境が身近にあることが雫石町のとても大きな魅

とを目的にはせずに走り切ること、皆さんと交流することを

力だと思いました。

第一に走ろうと思って参加しました。

町の皆さんにはぜひ参加してほしいと思います。出場する

（M）大会に向けて準備したことはありますか？

ことイコール参加することではなく、応援であったり大会運

（甲）まったく走らないのはちょっと危ないので…というの

営であったり色々な形で参加する人がもっと増えて、長く長

で家の近所を少し走りました。でも、練習だと一人で走るの

くこの大会が続いていくといいなと思います。

あとがき
５月は、小学校・中学校の運動会がありましたね。今年で十
数年続いた運動会のお弁当も最後になりました。料理が得意で
はないので、いつもメニューに四苦八苦。来年からは、毎日の
お弁当…頭が痛いです。
（ハ）

あたたかくなり、生き物たちの活動も活発に感じられます。
さて、カモシカ（ウシ科）の搬出については、特別天然記念物
ですので、文化財などを担当する生涯学習スポーツ課までご連
絡いただければ。シカ（シカ科）と違い、角が枝分かれしてい
ない点などが見た目の特徴となっているようです。
（ホ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2019
（令和元）年６月号 （６月13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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