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〔 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 〕
　６月23日（火）に町小学校陸上記録会が開催さ
れ、西山小の中

なか
村
むら
彩
さ
月
つき
さん（写真）が、5年女

子80Mハードルで大会新記録を樹立しました。
※上位入賞者を６ページに掲載しています。

5年女子80Ｍハードルで大会新記録！
� 第54回雫石町小学校陸上記録会
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できごと紹介　2020.5～6月

熱戦！スポーツ少年団
春季野球大会が開催

今年で10年目の奉仕活動
滴石史談会が史跡の草刈り5/31

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期されて
いた雫石町スポーツ少年団春季野球大会が無事に開催さ
れました。
　団員たちは、コロナ禍でも一生懸命に練習してきた成
果を発揮しました。

　滴石史談会が町内の史跡３か所の草刈り清掃奉仕活動
を行いました。仁佐瀬地区の街道分かれの「道標」（町
指定文化財）の周りや、生森と高前田の両一里塚（いず
れも県指定文化財）で長く伸びた草を刈り、ごみを拾い
ました。
　同会の奉仕活動は今年で10年目。会員たちは「町民は
もちろん、国道を通る人たちにも雫石の文化財の存在を
知ってもらい、愛護の気持ちを持ってもらえばうれし
い」と話し晴天の下で作業に励んでいました。

白熱した試合の様子

熱心に作業をする会員の皆さん

地域とともにある学校づくりを
目指して「町教育研究会」6/5

　町教育発展、教職員の指導力向上と主体的な研修の推
進を図るため、今年も町教育研究会が開催されました。
　今回は、コミュニティー・スクール導入に向け、すで
に導入している山田町教育委員会の箱山教育次長による
講演会を行いました。
　参加した教職員は、地域の特性を活かしながら学校づ
くりを進めている山田町の事例を学びました。
※コミュニティ・スクールとは？
　学校と地域が一体となって、学校運営や教育活動を進
める「学校運営協議会」を設置した学校のこと。

山田町教育委員会の箱山教育次長による講演

6/20〜21

大会結果
〈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
〈育成の部〉
【優　勝】雫石ダイナミックス
【準優勝】御所ブルーサンダース

雫石よしゃれクラブが
レーキを寄付しました6/7

　古稀野球チーム「雫石よしゃれクラブ」（藤村博志監督、
選手15人）が、一般財団法人雫石町体育協会へ木製のグ
ラウンド整備用レーキ21本を寄贈しました。
　藤村監督は、「グラウンドを大切に使いながら多くの
人が野球を楽しめるように」と思いを込め、米田会長に
レーキを手渡しました。
　このレーキは、雫石町営野球場、鴬宿運動場、西山運
動場に設置され、大切に使われています。

雫石よしゃれクラブ（写真左３人）と
町体育協会（写真右2人）の皆さん
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①校内通信ネットワークの整備
　全小中学校に通信環境を整備します。

②児童生徒１人１台端末の整備
　町内の全児童生徒が使用するタブレット型
パソコンを導入します。

しずくいしの教育

特 集
新時代の学びを支える
� 児童生徒に１人１台タブレット

昨年度の西山小でのプログラミング
教室の様子

ICT環境ってなに？

ICT環境が整備されるとどんなことができるの？

　ICTとは、Information and Communication Technologyの略です。通信技術を利用して、コミュニケーショ
ンなどができる環境のことです。

検索サイトを活用した調べ学習

町内小中学校の整備予定は？ 令和2年度内の整備完了を目標に、次のことを進めています。

　環境が整備されると、より一層「誰でも」「すぐに」「どの教科でも」学びを深める教育を受けることができる
ようになります。例えば…

●情報を一人一人が検索し、収集・整理する。
●自らアクセスしたさまざまな情報の真偽を確認・判断する。

一斉学習の場面での活用

●イメージを持ちやすくなるデジタル教材の提示。
●一人一人の反応や考えを即時に把握し、双方向的に授業を進める。

文書作成・プレゼンテーションソフトの利用

●自ら考えをまとめて、共有する。
●共同編集をすることで、考えをリアルタイムで共有し、学び合う。

一人一人の学習状況に応じた個別学習

●デジタル教材を活用し、学習の進捗状況を可視化する。
●特別な支援を必要とするなどの子どもたちに、
　よりきめ細やかな対応をする。

　プログラミング教育は、今年度から小学校で必修化され、来年度には中学校でも必修化される予定です。ICT
環境は、これからの教育において、より一層欠かせないものとなります。
　このたび、6月議会定例会で通信環境の整備やタブレット導入に関する約114,470千円の補正予算が議決されま
した。ICT活用検討委員会による検討を重ねながら、今後も活用に向けた準備を進めていきます。

【問い合わせ】学校教育課（692-6412）

　文部科学省は、これからの時代において、「多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない、公正
に個別最適化された学び」の実現を目指しています。この実現に向け、教育現場における ICT 環境
の整備が全国一律で急がれています。



4 広報●教育しずくいし●2020●7●No.184●

【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
※�８月10日（月）は祝日開館し、８月11日（火）に
　休館します。

　第66回青少年読書感想文コンクールと、第53回岩手
読書感想文コンクールの課題図書や読書感想文の書き
方のガイド本を展示・貸出します。

【期間】８月30日（日）まで
【場所】図書館内企画展コーナー

　この本では、物理や化学、生
物、数学、天文などの研究・発
展の歴史がまとめられています。
　それぞれの分野の発展に貢献
した人物が、どのような成果を
残したのか分かりやすく解説さ
れています。
　図版やイラストが豊富で、自
然科学の学び直しや、これから
学ぼうという方には最適な一冊
です。

『人物でよみとく物理』
藤嶋　昭/監修、田中　幸・結城千代子/著

（朝日新聞出版）

企画展「読書感想文コンクール課題図書展」

読書の壺　今月のこの一冊 聞いて楽しいおはなし会

今月の一冊・イベント情報　－雫石町立図書館－

 問い合わせ 　
図書館（692–5959）
QRコードでホームページへアクセス！

お知らせ（図書館の利用について）

　たんぽぽおはなし会
日 7月16日（木）10：30 〜 11：00　場 中央公民館
絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作など。お楽しみに！

しずくいしおはなし会
日 7月25日（土）11：00 〜 11：30　場 町立図書館
日 8月8日（土）14：00 〜 14：30　場 町立図書館
日 8月22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！

町健康センターつどいの広場「たんぽぽおはなし会」
しばらくの間、中止とさせていただきます。

幼児・小学生対象

乳幼児対象

トランポリンとスケートボード施設がOPEN！　旧南畑小学校の利活用

　町は、４月から１年間、秋田市などで体操教室を運営する株式会社M・S・C（エムズスポーツクラブ）
に多目的ホールを、５月から11月まで、ウォータージャンプ場などを運営する株式会社自由屋に屋外プール
を有償で貸付け、スポーツでの活用を進めています。

乳幼児対象

　常設している４台のトランポリンやエアートランポリンを使い、幅広い年代を対
象とした体操教室・トランポリン教室を開講しています。トランポリンはバランス
感覚や体幹の強化などにも非常に有益で、老若男女問わず楽しむことができます。
教室受講者以外でも、トランポリンが体験できます。

エムズスポーツクラブ　トランポリン施設

　子どもや初心者も気軽に滑りやすい開放的な施設として、約12アイテムを設置し
ています。レイアウトも変更可能なため、上級者も楽しめるパークです。代表取締
役である佐々木陽輔さんは町観光大使でもあり、鶯宿温泉に人を呼び込みたいとの
思いで今回のオープンに繋がりました。詳しくは、下記までお問い合わせください。

自由屋　スケートボードパーク

【問い合わせ】㈱M・S・C　☎070-5325-2412

【問い合わせ】㈱自由屋　☎080-7842-1555
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おうちで軽運動 /早起き野球大会 /各種スポーツ大会予定生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

日　程 大会名 場　所

7月
17日（金）〜19日（日） 岩手地区中学校体育大会　バレーボール競技 町営体育館

17日（金）〜19日（日） 岩手地区中学校体育大会　野球競技 町営野球場

23日（木・祝）〜25日（土） 藤沢体育堂杯　第10回東北少年野球大会　岩手県予選 鴬宿運動場

8月
１日（土）〜2日（日）
８日（土）〜9日（日） 第34回岩手県学童軟式野球選手権大会〜もりしんカップ〜 町営野球場 ･鴬宿運動場

15日（土）〜16日（日） 第19回岩手県学童新人軟式野球大会　岩手南予選 鴬宿運動場

町内で行われる各種スポーツ大会案 内

※上記日程は、6月末時点のものになります。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。

おうちで軽運動をやってみよう！～肩・わき腹を伸ばす～
　このコーナーでは、ご自宅で簡単にできる運動を紹介します。今回は、タオルを使って肩とわき腹を伸ばす運
動です。立っていても、椅子に座ったままでもできるので、ご家族みんなでチャレンジしてみましょう！

用意するもの 　タオル（70〜80cmくらいのもの）
やり方
①足を肩幅に開き、腕を真っ直ぐ頭の上へ伸ばします。※写真①のとおり
　（椅子の方は、少し足を開いて同じ形を作ってください。）
②�息を吐きながら、心の中で１･2･ ３･ ４のリズムを唱え上体を右に傾けます。そのまま、深呼吸を３回
します。※写真②のとおり
③�同じリズムで息を吐きながら、体を中央に戻し３回深呼
吸します。
④�左側も同じ動きを行います。休みを入れながら、自分の
適量回数で②〜④をくり返してください。

ポイント
・�体を傾ける動作と戻す動作は、必ず息を吐きながら行い
ましょう。
・�体は傾けられるところまでの動作としてください。
・�腕を頭の上まで伸ばせない方は、握ったタオルを後頭部
に回し、②の動作を行なってみてください。
・�痛みを感じた時には運動を中止してください。

雫石町早起き野球大会が開幕！中開 催

　新型コロナウイルスの影響で延期されていた早起き朝野球大会が、6月末に開幕しま
した。
　感染症拡大防止のため、出場を自粛するチームもあり、今年の参加は４チームです。
昨年の10チームより出場数は減ってしまいましたが、10月中旬に開催される県大会への
出場権（2枠）をかけてリーグ戦をしております。

写真① 写真②
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第54回雫石町小学校陸上記録会　結果（敬称略）上位3位まで教育行政・学校のページ

100M
男子 １位　佐々木昊大（雫　石）14秒9

２位　坂本　颯斗（七ツ森）15秒１
３位　工藤春琉斗（雫　石）15秒３

１位　長澤　真咲（御明神）14秒１
２位　細川　　蓮（七ツ森）14秒３
３位　坂本　　蓮（七ツ森）14秒8

女子 １位　木村　采佳（雫　石）16秒１
２位　細川　姫奈（御　所）16秒２
３位　久保咲羽子（雫　石）16秒4

１位　横手　光華（雫　石）14秒7
２位　杉澤　明莉（御　所）14秒9
３位　佐々木葉久（雫　石）15秒4

800M
女子 １位　白木　萌絵（雫　石）２分58秒9

２位　町場真陽色（御明神）３分4秒8
３位　鈴木　琉那（西　山）３分11秒３

１位　大坊　花綾（雫　石）２分46秒5
２位　天瀬　心結（御明神）２分47秒4
３位　佐々木美凪（御明神）２分55秒6

1000M
男子 １位　前田　太郎（雫　石）３分40秒4

２位　古舘　　拓（御明神）３分41秒7
３位　髙橋　健輝（雫　石）３分42秒7

１位　長洞　遼大（七ツ森）３分26秒9
２位　古舘航太朗（御明神）３分27秒4
３位　髙橋　　暖（七ツ森）３分37秒4

80Mハードル ※同記録は、着順により順位確定
男子 １位　谷崎　拓人（御明神）16秒7

２位　小田　拓弥（雫　石）16秒8
３位　土橋　凌人（御明神）17秒３

１位　青山　　流（雫　石）14秒6
２位　ハクセル行雲フェニックス（西　山）14秒8
３位　古舘航太朗（御明神）14秒8

女子 １位　中村　彩月（西　山）15秒7
２位　曽根　撫子（雫　石）16秒３
３位　井口　楓夕（七ツ森）17秒9

１位　髙嶋　沙紀（雫　石）17秒１
２位　瀧沢　紅茄（御明神）17秒２
３位　附田　紗奈（雫　石）17秒5

走り高跳び ※同じ記録は、試技回数により順位確定
男子 １位　土橋　凌人（御明神）１ｍ13

２位　川崎　勇芯（雫　石）１ｍ05
３位　内舘　大翔（雫　石）１ｍ00

１位　ハクセル行雲フェニックス（西　山）１ｍ22
２位　沼田　陵汰（雫　石）１ｍ22
３位　長澤　真咲（御明神）１ｍ19

女子 １位　町場真陽色（御明神）１ｍ08
２位　佐々木結愛（七ツ森）１ｍ03
３位　細川　栞那（七ツ森）１ｍ03

１位　戸高　　雛（雫　石）１ｍ18
２位　瀧沢　紅茄（御明神）１ｍ15
３位　横手　光華（雫　石）１ｍ15

走り幅跳び ※同じ記録は、２番目の記録により順位確定
男子 １位　髙橋　　柊（雫　石）３ｍ32

２位　髙橋　康輝（雫　石）３ｍ14
３位　赤坂　斗麻（西　山）２ｍ92

１位　藤原　大翔（七ツ森）３ｍ78
２位　佐藤　綺空（西　山）３ｍ71
３位　細川　　蓮（七ツ森）３ｍ62

女子 １位　浅沼　花奈（御　所）２ｍ87
２位　千葉優樹菜（雫　石）２ｍ87
３位　高橋ひらり（雫　石）２ｍ86

１位　細川　　纏（七ツ森）３ｍ80
２位　天瀬　心結（御明神）３ｍ75
３位　佐々木美凪（御明神）３ｍ16

ボール投げ
男子 １位　川崎　閃伸（御　所）47ｍ49

２位　嘉門　礎玖（西　山）40ｍ28
３位　上川原嘉一（雫　石）39ｍ10

１位　荒塚　渚月（西　山）50ｍ77
２位　髙橋　　暖（七ツ森）47ｍ22
３位　高橋　佳志（雫　石）42ｍ32

女子 １位　川口　華波（御　所）28ｍ17
２位　千葉　美優（雫　石）28ｍ12
３位　下雲心々菜（雫　石）25ｍ05

１位　上山　愛梨（御　所）43ｍ48
２位　米澤りりや（雫　石）37ｍ55
３位　荒塚　花楓（西　山）33ｍ45

400M リレー（共通種目）女子 400M リレー（共通種目）男子

１位　御所小学校　　１分２秒00
２位　御明神小学校　１分２秒7
３位　七ツ森小学校　１分２秒8

※同じ記録は、着順により順位確定
１位　七ツ森小学校　57秒7
２位　雫石小学校　　57秒7
３位　御明神小学校　１分00秒１

5　年 6　年

大会新
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教育委員会の会議は、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）

定例会レポート / 雫高緑化活動 / 七ツ森小の食育 /新教育委員挨拶教育行政・学校のページ

教育委員会定例会レポート（6月）

• 雫石町教育委員会特定事業主行動計画の臨時専決処理に関し承認を求めることについて　など
― 教育委員会議で、以下の内容が話し合われました―

＊次回の教育委員会議は、7月27日（月）15：30〜、雫石町役場３階大会議室東側で開催します。

紹 介

　雫石高校で、校地内の環境整備・緑化活動が実施され
ました。１年生は中庭の花壇で定植、2〜３年生は校内
一斉清掃を行い、全校で校内の環境美化に取り組みました。
　定植作業を行った１年生は、中庭にある３つの花壇に、
それぞれ自由にレイアウトを決めて、協力しながら花苗
を植えました。生徒は「みんなが気持ち良く過ごせるよ
う綺麗にしたい」と熱心に作業を行いました。

　子どもたちの「食」に関する正しい知識と望ましい食
習慣を育むため、七ツ森小の全校児童対象に、町教育委
員会の栄養士による食指導が行われました。今回の食指
導は、「すききらいしないで食べよう」をテーマに、元
気な身体を作るために何でも食べることの大切さを学び
ました。
　また、この日の給食では、町内産のヨーグルトが提供
され、生産から調理まで、食に関わる多くの人たちへ感
謝することの大切さも学びました。

みんなで協力して花を植えました！ 食育指導を受ける2年生

学校をキレイに！
雫石高校の緑化活動

６月は食育月間！
七ツ森小学校で「食育指導」6/2 6/19

　このたび、雫石町議会のご同意をいただき、教育委員に就任致しました。精一
杯職責を果たしていきたいと決意を新たにしているところでございます。
　私は、小中学校の教員として今まで教育に携わっておりました。その中で、学
力向上や生徒指導の充実、情報教育などの課題に取り組んでまいりました。しか
し、それらに加えて現在の学校教育には、加速度的にめまぐるしく変化する社会
情勢、そして今回の新型コロナウイルスの問題など想像すらできなかった突発的
な事象などにまで対応が求められています。
　私は、元教員としての立場から、このような状況下にある学校教育、生涯学習、
生涯スポーツ、歴史文化活動などの分野において、皆様からのご意見、ご指導な
どを頂戴しながら、町の教育の充実と発展のために務めを果たしたいと思ってお
ります。力不足の部分は多々あろうかとは存じますが、全力で取り組んでまいり
ますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

新教育委員就任あいさつ

教育委員に就任した
菅原　徹さん
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がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

　今年度はコロナ禍の中、さまざまな行事がなくなったり、縮小したりしました。他都道府県のことを考えると、４
月から学校をスタートできたことはとてもありがたいことだと思いつつも、何ができて何ができないのかを考えなが
ら日々の教育計画を進めていくことはとても大変なことです。そんな中、実施することになった運動会。密を避け、
用具の共有を避けて工夫しながらの実施となりました。例年とは違った形になっても、精一杯取り組む子どもたちの
姿は本当に素晴らしいものでした。子どもたちは不平不満を言わずに今自分たちができることを全力で頑張ったので
す。運動会を通してより大きく成長する姿が見られました。
　その成長を実感できたのが陸上記録会壮行式です。５〜6年生の選手のために１〜４年生は立派にエールを送るこ
とができました。運動会で５〜6年生の姿を見て、指示を聞いて培った力を生かすことができたのだと思います。「今
できること」を大切にしながら、今後も西山小学校の子どもたちは精一杯頑張っていきます。

６年生　上
うわ

野
の

　恋
れ お な

央奈　さん
○将来の夢を画用紙に表しました。将
来は動物関係の仕事に就きたいと考え
ています。私は、小さい頃から動物が
大好きで、お世話をするのも好きです。
大人になったら、他の人のペットのお
世話をして喜んでもらいたいです。

◆ドリームマップを作ることで、
動物関係の仕事には、動物看護士
やドルフィントレーナーなどがあ
ることが分かりました。憧れの仕
事に就くためには、これからどん
なことを学べばよいか、考えてい
きましょうね。

４年生　山
やま

田
だ

　悠
ゆう

斗
と

　さん
○ジェットコースターが好きなので、
それをイメージして作りました。工夫
したところは、柱を立てて障害物にし
たところです。なかなかうまくくっつ
かなくて苦労しましたが、できたとき
はうれしかったです。

◆タワーをぐるぐる回ったビー玉
が滑り台を落ちていく様子は、正
にジェットコースター！コースの
途中にいくつかの柱を立てたのは
面白い工夫ですね。

２年生　山
やま

田
だ

　ゆい　さん
○セロファンを重ね合わせると、いろ
いろな景色が映し出されます。キラキ
ラ光る港の灯りのようで、私のお気に
入りのすてきなうちわが出来上がりま
した。

◆透明シートにカラーセロファン
を重ねていくと、ゆいさんの思い
描いた素敵な世界が表れました。
きっとこのうちわで扇ぐと優しい
風が吹くのでしょうね。夏が楽し
みです。

今できることを
シリーズ「輝」

№180
副校長　菊池　昌典

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　西山小学校

作品『港の一軒家』

しずくいしギャラリー子どもたちの力作を紹介します －本人（○）と先生（◆）からのコメント－

先頭に立ってみんなを引っ張る両軍キャプテン ５〜6年生にエールを送る１〜４年生

作品『ぐるぐるジェットコースター』 作品『ドリームマップ』
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募　集 お知らせ イベント
心豊かに暮らせるまちへ…

お知らせ掲示板
あなたの自由研究をお手伝い！

自由研究ヒントカード

　滴石史談会と町教委の共催により開催します。今回は、
秋田街道と鉄道が横断している御明神地区の歴史の地を巡
ります。
 日　時 　7月23日（木・祝）８：30集合〜15：15解散
 行　程 　中央公民館集合・出発—葛根田橋の歴史変遷解
説—御明神経済農場跡（戦時中、全国満蒙開拓志願者の訓
練地）—多賀神社（内部拝観と大杉）—女優長岡輝子の疎
開の話—不思議な河床の昇瀬橋と神剣伝説—橋場の旧秋田
街道跡と戊辰戦跡—ＷＣ道の駅—旧橋場駅—宮沢賢治作
品「化物丁場」の崖崩れ現場はここだ—昼食・御明神公—
春木場の経済発展（木材流送・酒造業・鉱山）の解説—和
野・町内唯一の天神様（内部拝観）—精緻な彫刻の上和野
馬頭観世音堂（内部拝観）—中央公民館帰着
 定　員 　先着12人（町内に居住または勤務の方）
 参加料 　１人1,000円（昼食・資料・拝観謝礼込み）
 申　込 　7月13日（月）9：00から7月17日（金）までに
　　　　中央公民館へ（692-4181）

　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４日（火）9：15〜15：35
 集　合 　道の駅雫石あねっこ　日本ハーブ園前
 対　象 　小学生（大人の参加も可能）
 定　員 　20人　　 参加料 　500円
 持ち物 　昼食、飲み物、タオル、雨具、手袋、着替えなど
 申　込 　7月28日（火）までに御明神公民館へ（692-3228）
※�感染症対策として検温、消毒、間隔保持など参加者の安
全に配慮し開催します。

みんなで歩こう旧秋田街道 放送大学の入学生を募集しています！

８/10（月）～ 23日（日）
町営体育館アリーナの利用ができません

網張ビジターセンター７月のミニ企画
ビジターセンター周辺生き物探検隊

　放送大学は、テレビやインターネットで授業をする通信
制の大学で、幅広い世代の方が学んでいます。ただいま、
10月入学生を募集しており、下記のとおり大学説明会を開
催します。
 日　時 　８月１日（土）、2日（日）、9月５日（土）、6日（日）
　　　　各日10：00〜11：30
 場　所 　放送大学岩手学習センター　４階　講義室
 問合せ 　放送大学岩手学習センターへ（653-7414）
※�新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、中止となる
場合もありますので、上記までお問い合わせください。

　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できなく
なります。皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
　なお、トレーニング室・柔剣道場は利用できます。

 問合せ 　町営体育館（692-5030）

　虫の目線になって、小さな世界を訪ねてみよう！参加に
は事前予約が必要なので、開催前日までに下記までお問い
合わせください。
 日　時 　7月23日（木・祝）、24日（金・祝）10：00〜11：00
 集合場所 　網張ビジターセンター
 定　員 　５人　　 参加料 　300円
 引　率 　網張ビジターセンター解説員
 申　込 　網張ビジターセンターへ電話またはメール
　　　　（693-3777、amihari@vanilla.ocn.ne.jp）

 暑さを避ける 
　換気をしつつ、エアコンの温度設定
をこまめに調整
 適宜マスクをはずす 
　十分な距離（2メートル以上）が確
保できればマスクをはずす
 こまめな水分補給 
　のどが渇く前にこまめな水分補給
（目安は１日1.2Ｌ）
 日頃から健康管理をする 
　日頃から体温測定や健康チェック。
不調を感じたら無理せず自宅で休養
 暑さに備えた体力づくり 
　無理のない範囲で「ややきつい」と
感じる強度の運動を毎日30分ほど

※�詳しい熱中症予防対策については、環境省ＨＰ
（https://www.env.go.jp/）からご確認いただけます。

第１回町民郷土史教室「御明神地区の歴史探訪」

　図書館では、小学生の自由研究をお手伝いするために、
自由研究ヒントカードを展示します。
　研究テーマと参考になる本やインターネットの情報が満
載ですので、ぜひご利用ください。
 日　時 　7月7日（火）〜８月16日（日）
 場　所 　町立図書館　児童コーナー

「新しい生活様式」を踏まえた
熱中症予防をしましょう

8月10日（月）～23日（日）〔清掃・塗布・養生期間〕
· アリーナ全面利用不可

8月24日（月）～31日（月）〔養生期間〕
· �床面に設備の設置が出来ないため、一部競技（バスケッ
トボール ･フットサル）の利用不可
· 床面へのラインテープ貼付け不可

　高齢者、子ども、障がい者の方々は熱中症になりやすい
ので、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。
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（ I ）写真を撮るようになったきっかけはなんですか？
（猫平さん：以下（猫））娘の成長を形にして残してお
きたいという思いがあって、数年前から写真を撮るよ
うになりました。写真を撮るにあたって、独学で勉強
したり、ＳＮＳの画像を見て構図を参考にしたりして
います。岩手日報キャビネコンテストには、妻の勧め
があり2〜３年くらい前から応募しています。

（Ｉ）5月の日報キャビネコンテストで１席を獲得さ
れたときは、どう思いましたか？

（猫）このとき応募したのは、娘と近所に住む娘の友
達が、満開の桜の下でおしゃべりしている様子を収め
た写真でした。まさか１席に選ばれるとは思っていな
かったので、とても驚きました。新聞に掲載された日
は、お祝いの連
絡をたくさんも
らって、本当に
嬉しかったで
す。自分自身が
思っている以上
にたくさんの人
が新聞を見てく
れていて、友人
や同僚、さらに
は娘のかかりつ
けの病院の方々
まで、いろいろ
な人に声をかけ
てもらいました。

聞いてき
ました！

シリーズ対談・編集担当「 I」の小部屋
〈通算第64回〉I 編第3回

岩手日報キャビネコンテスト１席に入賞
猫
ねこひら
平　克

かつとも
智さん

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」　2020（令和2）年7月号　（7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

　本誌の取材で、陸上記録会にお邪魔しました。日頃の練習の成
果を発揮し、真剣に競技に臨む子どもたちの姿にとても感動しま
した。これからも子どもたちの元気いっぱいな様子をお伝えして
いきますので、どうぞお楽しみに！（ I ）

　長年、ある時期になると葉っぱがペンキを被ったように白くな
る蔓性の植物が気になっていました。先日、歴史民俗資料館へ行っ
た際にマタタビであることが判明。別名は夏梅と言うそうで、ちょ
うど今、梅のような花が咲いています。（Ｍ）

雫石町役場ホームページアドレス：https：//www.town.shizukuishi.iwate.jp/から… 暮らしと行政 → 教育委員会 …をクリック！

あとがき

（Ｉ）写真を撮る時のこだわりを教えてください。
（猫）写真を撮るときは、なるべく音や動きが伝わる
ような写真になるように心がけています。例えば、2
年ほど前のつな
ぎ温泉御所湖ま
つり花火大会に
出かけた時に
撮った写真は、
花火が打ち上が
る音や、周りの
お客さんの声が
聞こえてきそう
な写真になるよ
う、構図などを
工夫しました。
実は、この写真
も日報キャビネ
コンテストに応
募していて、初
めて１席を獲得
したものです。

（Ｉ）これからの目標を教えてください。
（猫）写真を撮ることも好きですが、自分が撮影した
写真を人にあげることも好きです。写真を受け取った
人が、その時のことを思い出して喜んでくれたり、家
に飾ってくれるのを見ると、とても嬉しいです。これ
からもたくさんの人に喜んでもらえるような写真を撮
り続けたいと思います。

　今回は、5月の岩手日報キャビネコンテストで、応募数171点
の中から見事１席に輝いた町内在住の猫平克智さんにお話を伺い
ました！

今回１席を獲得した作品
「しあわせの瞬間（とき）」

（写真左から）娘の琴
こと

美
み

さん、猫平さん

自身初の１席に選ばれた作品
「花火を撮るを撮る」


