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女子100Mと走り幅跳びで大会新記録！
〜第53
53回雫石町小学校陸上記録会
回雫石町小学校陸上記録会〜
〜

6月20日（木）、町小学校陸上記録会が開
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が、100Ｍと走り幅跳びで大会新記録を樹立
しました。中でも、走り幅跳びでは、40年前
の昭和の記録を44 cm 伸ばす4ｍ50 cm の大
記録でした。
※上位入賞者を８ページに掲載しています。
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6/10〜16

ドイツの生徒が来町しました

町国際交流協会と相互交流の覚書を取り交わしている
ドイツ連邦共和国バート・ヴィンプフェン市と、その周

6/22

いわて民話まつりが開催されました

県内８つの団体の語り手が一堂に会し「第４回いわて
民話まつりin雫石」が開催されました。

辺都市から、ヘルマングライナー実業校の生徒14人を含

この民話まつりは、県内の語り手が交流を深めること

む17人が雫石町を訪れました。６月13日には、町長を表

を目的に平成28年から県内各地で開催されており、今年

敬訪問し、訪問団団長のユリウス・ウェルツさんが「日

は野菊ホールを会場に、延べ450人が来場しました。

本と雫石町の交流への興味は、ドイツで年々高くなって
います。雫石の中高生もドイツにどんどん派遣してくだ
さい。
」と思いを伝えました。
一行は、６月10日〜 16日の６日間、学校訪問、座禅
などの日本文化体験、沿岸被災地での東日本大震災学習

語り手18人が昔ばなしを地域の方言で語り、会場は拍
手と笑いで包まれました。
また、７月に全国高等学校総合文化祭に出場する雫石
高等学校郷土芸能委員会の「上駒木野さんさ踊り」も披
露され、会場を盛り上げました。

などを行いました。

着付け体験の様子

「雫石排球男」 全国大会へ！
6/22〜23 県大会２年ぶり２回目の優勝

民話「屁っぴり嫁」語りの様子

6/30

しずくいし混声合唱団30周年記念
コンサートが開催されました

かんぽ生命ドリームカップ第39回全日本バレーボール

しずくいし混声合唱団が結成30周年を迎え、野菊ホー

小学生大会県大会が、花巻市総合体育館を主会場に行わ

ルで記念コンサートを開催しました。オープニングでは

れ、「雫石排球男」が見事２年ぶり２回目の優勝を飾り

「雫石町民の歌」が披露され、「南部よしゃれ」や「イー

ました。竹花心人主将（雫石小６年）は、
「ミスをしても、

ハトーヴの風」など、ふるさとをテーマにした美しいハー

みんなでカバーして戦うことができた」と振り返りまし

モニーが会場に響きました。また、今回歌われた「山に

た。
選手たちは、
８月６日〜９日に川崎市とどろきアリー

祈る」は、長野県警察本部が発行した、遭難者の遺族の

ナを主会場として開催される全国大会に出場します。

手記「山に祈る」という小冊子をもとにつくられた組曲

あ い と

で、合唱と朗読とのコラボレーションにより観客を魅了
しました。

優勝を飾った選手のみなさん
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組曲「山に祈る」
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しずくいしの教育

特集
《東京藝術大学合宿招聘事業》
この事業は、国立大学で唯一の音楽専門学部をもつ東京藝術大学から、夏休み中に各地で行っている合宿・演奏活動を、雫
石町の小岩井農場で行いたいというお話をいただいたことがご縁で、平成18年から開催されています。毎年、東京藝術大学音
楽学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伝えてい
ます。今年も、３日間にわたり鑑賞の機会がありますので、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。

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。
日 時 ７月27日
（土） １回目 11：30開演
２回目 14：30開演
場 所 小岩井農場まきば園内まきばの体験館
入場料 無料 ※ただし、まきば園入場料が別途必要です。
〜コンサートを控えた緊張感のある練習を観覧しませんか？〜
≪東京藝大と雫石中学校吹奏楽部との公開リハーサル≫
日 時 ７月26日
（金） 15：00〜16：00 観覧無料、入退場自由
場 所 中央公民館 野菊ホール

まきば園でのパレード

第14回ふれあいコンサート in 雫石
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28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・当日無料託児室あり
整理券配布場所
中央公民館および各地区公民館、役場総合案内、小岩井農場まきば園

東京藝大と町内合唱団との共演

《学校芸術鑑賞教室》
町では、子どもたちの豊かな感性をはぐくむことを目的に、芸術鑑賞教室を毎年開催しています。
今年度は小学校高学年及び中学校、高校を対象として、和太鼓グループ彩 -sai- による和太鼓パフォーマンスを、小学校低
学年を対象として、劇団わらび座によるミュージカル「セロ弾きのゴーシュ」を上演しました。
和太鼓パフォーマンスでは、普段あまり聴くことのない和楽器のみで構成された音楽を楽しみ、また、プロの和楽器奏者と
一緒に和太鼓を演奏するワークショップを行いました。公演終了後には、今年度の全国高等学校総合文化祭に出場する雫石高
校郷土芸能委員会の生徒たちとの交流の場も設けられ、生徒たちは総合文化祭に向け、奏者の皆さんから技術や心構えについ
てお話をいただきました。
ミュージカル「セロ弾きのゴーシュ」では、セロの演奏で苦悩するゴーシュと、おかまいなしに次々と家を訪ねてくる動物
たちとの掛け合いの中で、怒り、笑い、心を通わせる大切さを学び、観客を巻き込んだ演出でミュージカルの世界を楽しみま
した。

和太鼓グループ彩 sai

プロの和楽器奏者とのワークショップ

ミュージカル「セロ弾きのゴーシュ」
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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

『プラスチック惑星・地球』
藤原

幸一[著]（ポプラ社）

この本の主人公は、密林
のサルの親子です。
このサルの親子の住む森
には、人間たちの捨てたゴ
ミの山があります。中でも
怖いのがプラスチックご
み。プラスチックごみと共
生する悲しい動物たちの姿
がたくさんの写真をとおし
て紹介されています。
著者は「地球にやさしい生活にもどろう」と、本書
で警告を発しています。

テーマ「やさいいろいろ」
日 ７月18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 ７月26日
（金）10：30〜11：00
幼児・小学生対象

しずくいしおはなし会

日 ７月27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！
《８月のおはなし会》
10日（土）14：00〜14：30
24日（土）11：00〜11：30

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15日および８月12日は祝日開館し、
７月16日および８月13日に休館します。

募 集

たんぽぽおはなし会

乳幼児対象

問合せ
図書館（692 5959）
QRコードでHPへ簡単アクセス！

東京2020オリンピック聖火リレー岩手県ランナーを募集しています！

【応募期間】７月１日
（月）
〜８月31日（土）
【公募人数】33人
【応募方法】次のいずれかの方法で応募ください。
（1）
「東京2020オリンピック聖火リレー岩手県ランナー募集専用ページ」の応募フォームに
入力のうえ送信
（2）
「東京2020オリンピック聖火リレー岩手県ランナー募集リーフレット」
（町内設置場所：
町役場、中央公民館、各地区公民館、町営体育館）の申込用紙に記入のう
え、東京2020オリンピック聖火リレー岩手県準備委員会事務局に郵送
詳しくは QR
【当選発表】令和元年12月以降に当選者に対して連絡
コードで HP
へアクセス！
【問い合わせ】岩手県聖火リレーランナー応募受付事務局・コールセンター〔0570‑
550340／対応期間：７月１日
（月）
〜９月２日
（月）
（土日祝を除く９：00〜17：00）
〕

お 知 ら せ

雫石町営体育館アリーナ床面高度清掃を行います
町営体育館アリーナ床面の高度清掃（床研磨 ･ ワックス塗
布など）を実施するため、アリーナ全面が利用出来なくなり
ます。皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解と
ご協力をよろしくお願いいたします。なお、トレーニング室 ･
柔剣道場は通常利用出来ます。
８月９日（金）〜23日
（金）
・アリーナ全面利用できません
８月24日（土）〜31日
（土）
・床面に設備を設置する競技（バスケットボールやフット
サルなど）での利用ができません
・床面へのラインテープ貼付けもできません
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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

2020東京大会はドイツチームも応援しよう！ ver. ２
このコーナーでは、雫石町が平成30年４月にドイツを相手国として東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係
る「復興『ありがとう』ホストタウン」に登録となったことから、ドイツにかかわる情報を隔月でお知らせしています！
今月は、相互交流を行っているバート・ヴィンプフェン市およびネッカーズルム市について紹介します！
バート・ヴィンプフェン市、ネッカーズルム市との関係
平成7年、雫石町国際交流協会とドイツ連邦共和国バーデンヴィルツベルグ州バート・ヴィンプフェン市との間で、相互
交流の覚書を取り交わしたことにより、交流が始まりました。平成16年には隣接するネッカーズルム市も加わり、現在まで
ドイツへ19回、本町へは17回の交換留学を行っています。この２市から2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
に出場する選手が輩出された場合、大会後に本町を訪問してもらい、町民の皆さんと交流事業を行う予定です。
どんなところ？
◎バート・ヴィンプフェン市（BAD WIMPFEN）
面積：19.38 km2、人口：約7,000人、特徴：カラフルな木組みの家々が立ち並び、
ドイツで最もシルエットが美しいと言われる都市
◎ネッカーズルム市（NEKARSULM）
面積：24.94 km2、人口：約26,500人、特徴：自動車メーカー「アウディ」の主力
工場（約13,500人が働いている）がある都市

６/15〜６/16

雫中生大活躍！

美しい
木組みが
特徴の家

岩手地区中学校総合体育大会結果（敬称略）

県大会出場 団体種目
【軟式野球】
優 勝
【ソフトボール】
優 勝
【バレーボール】《男子》優 勝
《女子》優 勝

【バスケットボール】《女子》優 勝
【卓球】
《男子》優 勝
【バドミントン】 《男子》優 勝
【柔道】
《男子》優 勝

県大会出場 個人種目
【卓球】

《男子》準優勝
山田 名悠汰
ベスト８ 櫻糀 芯理
ベスト８ 堀合 柊羽
【バドミントン】
（シングルス）《男子》３ 位 若松 昌哉
《女子》３ 位 德田 南果
（ダブルス） 《男子》優 勝 谷藤 丈太・小田 和成
《女子》優 勝 林尻 かなみ・萩臺 眞耶
【新体操】
準優勝 高見 唯稟

結果
６/８〜６/９

８ 位
２ 位
優 勝
準優勝
優 勝
準優勝
（90 kg 超）
３ 位
《女子》
（52 kg 以下級） ３ 位

佐々木 創成
遠藤 広崚
渡邉 岳流
安本 空良
杉本
柊
田沼 直剛
川崎 智慶
横田 瑠流

町内各種スポーツ大会結果

第48回雫石町スポーツ少年団春季野球大会《鴬宿運動場》
《育成の部》
【優 勝】 雫石ダイナミックス
【準優勝】 西山ボンズ

《メインの部》
【優 勝】 御所ブルーサンダース
【準優勝】 雫石ダイナミックス

６/23

【剣道】《男子》
【柔道】《男子》
（60 kg 級）
（66 kg 級）
（81 kg 級）
（90 kg 級）

第25回雫石町民グラウンド・ゴルフ大会《町総合運動公園》（敬称略）

《男子の部》
【優 勝】 佐々木 義喜
【準優勝】 佐藤 裕一
【３ 位】 村上 三榮

《女子の部》
【優 勝】 阿部
【準優勝】 村上
【３ 位】 大貫

56打
58打
59打

京子
栄子
玖美子

57打
59打
59打

※同打数による順位決定は、ホールインワン獲得数をもって行いました。

町内で行われる各種スポーツ大会

７月

日 程
13日（土）〜15日
（月）
21日（日）
27日（土）
28日（日）

８月

３日（土）〜 5日
（月）
６日（火）〜８日（木）

大会名
夏季アーチェリー公認記録会
御明神地区混合バレーボール大会
第18回県中学生野球選手権
雫石地区混合バレーボール大会
御所地区壮年男子ソフトボール大会
第33回県学童軟式野球選手権大会もりしんカップ
第34回全日本医学生アーチェリー大会

場 所
陸上競技場
町営体育館
町営野球場
町営体育館
鴬宿運動場
町営野球場・鴬宿運動場
陸上競技場

※上記日程は、６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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教育行政・学校のページ

教育委員会定例会リポート/雫石高等学校の環境整備・緑化活動/総合教育会議

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、
岩手山ろくファミリーマラソンにおける中高生のボランティア活動の素晴らしさについて、
会計年度任用職員制度などについて話し合われました。

― ６月定例会

議案編

以下の案件が可決されました ―

１．雫石町教育委員会行政組織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．雫石町公民館運営審議会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
３．学校施設の開放に関する規則の一部改正に関し議決を求めることについて
４．学校施設の開放事業事務取扱要領の一部改正に関し議決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）

6/4

学校をきれいに！
雫石高等学校の環境整備・緑化活動

校地内の環境整備・緑化活動であるクリーンアクショ
ンが、雫石高校で実施されました。
このクリーンアクションは、昨年度まで PTA の協力
のもと、活動を行っていましたが、今年度からは生徒一
人ひとりが学び、考え、行動していく力の育成を目的に、
全校生徒85人で取り組みました。
１年生30人はマリーゴールドな
ど、４種類の花苗を中庭花壇とプ

花苗を運ぶ生徒

ランターに植えました。２年生30
人と３年生25人は校内一斉清掃を
行いました。
生徒は毎日使用する学校をきれ
いにしようと、一人ひとり一生懸
命環境整備に取り組みました。

中央花壇へ定植

6/19

令和元年度１回目の総合教育会議が行われました
総合教育会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関
する法律の一部を改正する法律」が平成27年４月１日か
ら施行されたことにより、町長と教育委員を構成員に、
教育行政の指針となる大綱の策定や教育を行うための諸
条件の整備、その他重点的に講ずべき施策に関する協議
などを行っています。
今回の総合教育会議では、次の４つについて協議しま
した。
①総合教育会議運営要綱の改正について
②事務事業の進捗状況について
③教育振興基本計画について
今年度１回目の総合教育会議

6

015338-01̲172号.indd 6

④雫石高等学校の支援体制について
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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」

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 御明神小学校

「輝け！」御明神小学校

№168

統合して２年目を迎えた「御明神小学校」です。４月に11
人の新入生を迎え、全校児童80人、教職員17人でスタートし
ました。
今回は、「御明神小学校大運動会」を紹介します。元号が
代わった令和元年５月25日、
これ以上は無いという快晴の下、
２回目となる「御明神小学校大運動会」が行われました。児
童会スローガン「全力・協力・最後まで」を合い言葉に、校
庭側を走る新幹線「こまち号」より速く！初夏を思わせる暑
さにも負けず！赤白両軍が力の限りを尽くした結果、なんと
「奇跡の両軍同点優勝！」という劇的な幕切れを迎えました。
運動会の勢いは、そのまま雫石町小学校陸上記録会へとつ
ながり、好記録・上位入賞者続出の快挙となりました。

にいさと

大規模改修後の姿が楽しみです

−本人（○）と先生（◆）からのコメント−

作品「ラミちゃん」

ゆ づき

新里 結月 さん

俊英

間もなく１学期の終了となります。校舎の大規模
改修のために、御明神小学校は学びの舎を旧橋場小
学校に移します。橋場の地で益々「輝」を増す御明
神小学校にご期待ください。

子どもたちの力作を紹介します

２年

下村

確率〇億分の１？奇跡の同点！

優勝旗は両軍キャプテンに手渡されました

作品「たまごの中から、海のなかまたち」

副校長

あ ま せ

３年

作品「泣いているモアイ像」

こう

天瀬 虹

まつなが

さん

５年

じゅきあ

松永 樹生 さん

〇たまごから海の生きものがでてきたと
ころをかきました。
わたしは、くじらとくらげが上手にで
きました。たことくじらのぬりかたを、
くふうしました。

○足をセロテープでくっつけることが、
むずかしかったです。耳としっぽをつけ
るところをくふうしました。目の大きさ
もくふうしてかんせいさせました。

〇初めて糸のこを使った時は、難しかっ
たです。慣れてきたら、丸く切ることが
できて、涙みたいになりました。そした
ら、他の部品がモアイ像に見えてきて作
品ができました。

◆不思議な卵から、海の生き物たちが
次々と生まれて、にぎやかな海の世界に
なりました。一つひとつの生き物の様子
を、上手に表していますね。そんな卵が
あったら楽しいですね。

◆目玉のぬり方が工夫されていて、とっ
てもかわいいラミちゃんが出来上がりま
した。色紙の詰め方も上手にできていま
す。耳や足は本当によくがんばりました
ね。お家のどこにかざるのかな。

◆初めての糸のこは、のこぎりが曲がっ
たりして大変でしたが、楽しんで、ドラ
イブのように自由に板を切りました。偶
然できた形から発想を広げておもしろい
芸術的な作品ができ上がりました。
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教育行政・学校のページ

雫石町小学校陸上記録会

第53回雫石町小学校陸上記録会
５

結果

結果（敬称略） 上位３位まで

年

６

年

100M
女子

１位 横手 光華（雫石）
２位 佐々木葉久（雫石）
３位 杉澤 明莉（御所）

15秒0
15秒6
15秒7

男子

１位 長澤 真咲（御明神） 15秒1
２位 細川
蓮（七ツ森） 15秒3
３位 高橋 吟嘉（雫石）
15秒4

女子

１位 天瀬
２位 大坊
３位 矢幅

１位
２位
３位
３位
１位
２位
２位

福崎
増谷
菊池
及川
長坂
中川
川崎

愛華（雫石）
心奏（雫石）
花夏（七ツ森）
玲美（御明神）
大翔（雫石）
梨央（西山）
晴輝（雫石）

13秒6 大会新
15秒0
15秒2
15秒2
14秒0
14秒6
14秒6

１位
２位
３位

及川
土樋
吉田

玲美（御明神） 2分40秒7
燕（西山）
2分45秒5
夢望（御所）
2分47秒6

800M
心結（御明神） 2分50秒4
花綾（雫石）
2分50秒6
光（西山）
2分54秒0
1000M
男子

女子

男子

女子

男子

女子

男子

女子

男子

8
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１位 長洞 遼大（七ツ森） 3分27秒3
２位 古舘航太朗（御明神） 3分28秒8
３位 中村 俊輔（雫石）
3分36秒2

１位 村田 諒生（雫石）
3分18秒6
２位 今野 太郎（西山）
3分22秒4
３位 上和野煌太（雫石）
3分24秒5
80M ハードル
１位 荒塚 花楓（西山）
17秒0
１位 杉下 佳蓮（雫石）
15秒9
２位 瀧沢 紅茄（御明神） 17秒3
２位 吉田 未来（七ツ森） 16秒2
３位 澤口 一華（雫石）
17秒6
２位 岩持 杏花（御明神） 16秒2
１位 藤原 大翔（七ツ森） 15秒6
１位 坂上 大晟（御所）
15秒7
２位 青山
流（雫石）
15秒8
２位 杉下
蓮（西山）
15秒9
２位 ハクセル行雲フェニックス（西山）15秒8
３位 髙橋 諒斗（御所）
16秒1
走㳦高跳㳏 ※同じ記録は試技回数により順位確定
１位 横手 光華（雫石）
1ｍ15
１位 坊屋鋪桜空（御明神） 1ｍ21
２位 矢幅
光（西山）
1ｍ06
２位 増谷 心奏（雫石）
1ｍ21
２位 戸髙
雛（雫石）
1ｍ06
３位 浦田 朋佳（西山）
1ｍ12
１位 沼田 陵汰（雫石）
1ｍ13
１位 坂上 大晟（御所）
1ｍ19
２位 松永 樹生（御明神） 1ｍ13
２位 中川 梨央（西山）
1ｍ19
３位 ハクセル行雲フェニックス（西山）1ｍ10
３位 八幡 翔輝（御明神） 1ｍ16
走㳦幅跳㳏
１位 細川
纏（七ツ森） 3ｍ61
１位 福崎 愛華（雫石）
4ｍ50 大会新
２位 天瀬 心結（御明神） 3ｍ60
２位 糸永 彩羽（御明神） 3ｍ53
３位 佐々木美凪（御明神） 3ｍ27
３位 堀
藍菜（七ツ森） 3ｍ48
１位 伊藤 広迅（御所）
3ｍ48
１位 村上晄太郎（雫石）
4ｍ51
２位 石塚 大翔（雫石）
3ｍ36
２位 川崎 煌成（御所）
3ｍ62
３位 長洞 遼大（七ツ森） 3ｍ33
３位 平原 大己（雫石）
3ｍ59
㴳㱟㵂投㲮
１位 荒塚 花楓（西山）
37ｍ60
１位 米田 乃愛（御明神） 39ｍ86
２位 上山 愛梨（御所）
34ｍ99
２位 吉田 未来（七ツ森） 38ｍ54
３位 佐々木美凪（御明神） 31ｍ66
３位 坂井花莉那（西山）
37ｍ75
１位 髙橋
暖（七ツ森） 42ｍ32
１位 米澤 祐哉（雫石）
55ｍ80
２位 荒塚 渚月（西山）
41ｍ11
２位 古川 俊介（御所）
52ｍ91
３位 鈴木 楓芽（雫石）
40ｍ30
３位 細川 快斗（七ツ森） 52ｍ00
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（２組）
57秒5
１位 雫石小学校（２組）
56秒2
２位 七ツ森小学校（２組） 59秒9
２位 御所小学校（２組）
58秒7
３位 御明神小学校（２組） 1分00秒1
２位 雫石小学校（１組）
58秒7
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募 集

2019夏の夜のこわいおはなし会
夏の夜に背筋も凍るこわいおはなしをどうぞ！
日

（土）18：30開場、19：00〜20：00
時 ７月20日

場

所 中央公民館・2階懇話室

内

容 読み聞かせ、朗読

対

象 小学生

など

※保護者同伴でお願いします。

問合せ 町立図書館（692 5959）※事前申し込み不要

第17回みんなで歩こう旧秋田街道
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！
日

時 ８月２日（金） ９：00〜16：00

集

合 道の駅雫石あねっこ

対

象 小学生（大人の参加も可能）

定

員 20人

日本ハーブ園前

参加料 500円
持ち物 昼食、飲み物、タオル、着替え等
（金）までに御明神公民館へ（692‑3228）
問合せ ７月26日

御明神公民館

とうろう作り教室

せ

お知ら

ト

イベン

〜１日に350g の野菜を食べよう〜

厨房レッスン
今回は「鳥の紅茶煮 夏野菜の中華サラダ」などを作り
ます。
（水）10：00〜13：00
日 時 ８月21日
場 所 中央公民館・調理室
講 師 町食生活改善推進員連絡協議会の皆さん
定 員 先着15人
受講料 １人1,500円
（金）
までに中央公民館へ（692‑4181）
申 込 ８月９日

国立公園で楽しむ親子の自然体験

よるの森をのぞいてみよう！
コウモリ調査体験と昆虫ライトトラップ
バットディテクターという機械でコウモリの声を探してみ
よう！しかけたトラップに何がかかるかは当日のお楽しみ！
日 時 ７月27日（土） 19：00〜20：50
集 合 網張ビジターセンター
講 師 コウモリの保護を考える会
三井 秀男さん（岩手虫の会）
定 員 先着10組（大人と４歳以上の子ども）
※ 子どもは複数名でも可です。
参加料 大人 １人500円
中学生以下 １人300円
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）

厚紙と和紙を使って、とうろうを作ります。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16日（金）10：00〜11：00

場

所 御明神公民館

対

象 小学生（大人の参加も可能）

定

員 20人

受講料 無料
申

込 ８月９日（金）までに御明神公民館へ（692‑3228）

その他 当日以外にも８月13日〜８月15日９：00〜17：00ま
で御明神公民館で作ることが出来ますので、希望
する方は、ご連絡ください。

第41回御明神夏まつり
日

場

時 ８月16日
（金）
舟っこ供養

13：00〜

盆踊り大会

18：00〜

開会行事

18：30〜

とうろう流し

19：40

舟っこ流し

19：50〜

花火大会

20：00〜

所 御明神公民館駐車場（舟っこ供養、盆踊り大会）
御明神大橋付近河川敷（舟っこ流し、花火大会）

問合せ 御明神公民館（692‑3228）

国立公園で楽しむ親子の自然体験

ディープな虫の世界へようこそ！
だて先生の虫の見方・クラフト体験
自然にくわしい だて先生 から昆虫と生き物の話をいっ
ぱい聞こう！午前中の観察で作りたいものを考えて、午後
に森の材料を使ったオリジナル作品作りに挑戦します。
日 時 ８月11日（日） ９：30〜15：00
集 合 網張ビジターセンター
講 師 伊達 功さん（岩手虫の会）
定 員 先着10組（大人と４歳以上の子ども）
※ 子どもは複数名でも可です。
参加料 大人 １人500円
中学生以下 １人300円
※材料費が含まれています。
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）

テニス教室＆ちびっこ体験教室
未経験者・初心者向けのレッスンを行います。
日 時 ７月〜９月の第１〜４金曜日 16：30〜17：30
※お盆期間および毎月第５金曜日はお休み
場 所 TOYʼS Tennis Lab
講 師 雫石町テニス協会スタッフ
対 象 ５歳以上中学生以下
受講料 無料 ※ラケットのレンタルも無料です。
持ち物 帽子、ドリンク、着替えなど
申 込 TOYʼS Tennis Lab 中 川 へ 電 話 ま た は メ ー ル
（090‑3123‑9689、toystennislab@gmail.com）
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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52回〉 Ｍ編第３回

しずくいし混声合唱団
上野 宏さん、高橋 満里子さん、佐々木郁二さん、佐々木 恵美子さん
今年で結成30周年を迎え、６月30日に記念コンサートを開催した
しずくいし混声合唱団の皆さんにお話しを伺ってきました。
（M）結成のきっかけは？
（上野 宏さん）
きっかけは、30年前に野菊ホールができて、こけら落とし
をしましょうということで、町内の合唱団が１つになって歌
うことになりました。その時、町内には３つか４つの合唱団
がありましたね。
（M）団員の構成を教えてください。
（佐々木 恵美子さん）
全員で42人です（男性13人、女性29人）
。20代〜80代までで、
一時期は中学生も入っていたのですが最近の平均年齢は70歳
くらいですね。

練習の様子

（M）どういった活動をしていますか？
（上野 宏さん）
６月には、町内の松寿荘さんなどを訪問して、
出前コンサー
トを行っています。毎年いつも大歓迎で好評です。７月には、
町内の合唱団体と一緒になって東京藝大さんのふれあいコン
サートに出演し、コラボレーションをしています。11月には、
岩手県と岩手地区の合唱祭や町民音楽祭でステージに立って
います。１月は、成人式で町民歌を披露しています。
ステージごとに違う曲を演奏するので、毎年違う曲に取り
組んでいます。

（M）普段、どういう曲に取り組んでいるのですか？
（佐々木 郁二さん）
唱歌あり、シャンソンあり、イタリア民謡、歌謡曲、ラテ
ン語の宗教曲あり、なんでもありです。
今回は、
30周年記念コンサートをするにあたり、新しいチャ
レンジとして、「山に祈る」という30分の組曲に挑戦するこ
とにしました。歌、朗読、ピアノの大きな作品です。照明も
こだわって、曲のストーリーが分かりやすいような演出に工
夫しました。
（M）30周年を迎えての感想を聞かせてください。
（高橋 満里子さん）
私は入団して10年ですが、先輩方の伝統を引き継いでいく
ことが大変だなと思います。ですが、私より長く続けている
皆さんも、先輩方も、さりげなく活動を続けているのがとて
もすごいなと思っています。練習を休む人もあまりいません
し、みんなステージに立つことを楽しみに取り組んでいます
ね。
（M）読者の皆さんに伝えたいことはありますか？
（佐々木 郁二さん）
コーラスをやっている人たちは健康です。合唱は腹式呼吸
もしますし、脳トレにもなります。日ごろの息抜きとしても、
とても良いです。昨年は20代〜30代が４人も入ってくれまし
た。これから若い人が入ってきてくれると嬉しいなと思いま
す。

♪団員募集中です♪
練習日
場 所
指導者
会 費

毎週木曜日19：00〜21：00
雫石町中央公民館
佐々木郁二、福田公子（ピアノ）
月1,000円
（入会金1,000円、高校生以下無料）
問合せ 事務局佐々木まで（692‑2485）

あとがき
県の天然記念物に指定されている白沼のモリアオガエルの卵を
確認するため、山を登り、白沼まで行ってきました。白沼はとて
も神秘的で、見ると感動するのですが、行き１時間半、帰り１時
間10分、そして結構な道のりです…。皆さんも一度行ってみては
いかがでしょうか。（ハ）

先日、初めてチョウセンアカシジミに出会い、産んだばかりの
卵も見ることができました。日本列島が大陸の一部だった頃から
生き続けている蝶とのことで、国の絶滅危惧種で、雫石町では天
然記念物になっています。意外にも足がモノトーンのボーダーで、
可愛い中にもクールさがありました。（ホ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2019
（令和元）年７月号 （７月11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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