
大槌町教育委員会だより

世代年齢別情報

育てよう魅力の花

7月6日（土）～8月5日（月）
日付 大槌町内イベント 大槌病院外来

6（土） 完全休診
（急患受付なし）

7（日） 完全休診
（急患受付なし）

8（月） 午前 内外 整 皮
午後 眼

9（火） 午前 内外
午後 

10（水） 午前 内外
午後 

11（木）元気活きいき運動教
室（城山公園体育館）

午前 内外
午後 眼

12（金）
1 歳 6ヵ月児健康診査
高齢者なんでも相談
会 in マスト

午前 内外
午後 

13（土） 完全休診
（急患受付なし）

14（日） 完全休診
（急患受付なし）

15（月） 完全休診
（急患受付なし）

16（火） 午前 内外
午後 

おおつちカレンダー世代年齢別情報

県立大槌病院（℡0193-42-2121）では、個人・事業所健康診断で
胃（透視）検診を行っています。希望者はご相談ください。

［大槌病院外来の表示］　内 �内科・外 �外科・整 �整形外科・皮 �皮膚科・�眼 �眼科
　　　　　　　　　　　（外来日程は都合により変更となる場合があります）

日付 大槌町内イベント 大槌病院外来

27（土） 完全休診
（急患受付なし）

28（日）いわて減塩・適塩の日 完全休診
（急患受付なし）

29（月） 午前 内外
午後 眼 整

30（火） 午前 内外
午後 

31（水） 午前 内外
午後 

8月

1（木）
さわやかストレッチ
教室（大ケ口多目的
集会所、桜木町保健
福祉会館）

午前 内外
午後 眼

2（金） 午前 内外
午後 

3（土） 完全休診
（急患受付なし）

4（日） 完全休診
（急患受付なし）

5（月）4 ヵ月・7ヵ月児相談

日付 大槌町内イベント 大槌病院外来

17（水）2 歳 6 ヵ月児相談 午前 内外
午後 

18（木）
さわやかストレッチ
教室（大ケ口多目的
集会所、桜木町保健
福祉会館）

午前 内外
午後 眼

19（金） 午前 内外
午後 

20（土） 完全休診
（急患受付なし）

21（日） 完全休診
（急患受付なし）

22（月） 午前 内外 整皮
午後 眼

23（火） 午前 内外
午後 

24（水） 午前 内外
午後 

25（木）
もうもう教室
元気活きいき運動教
室（城山公園体育館）

午前 内外
午後 眼

26（金）健康相談（マスト） 午前 内外
午後 

　とある男子生徒の話です。学校や地域の大人が声をか
けてもなかなか言うことを聞くことができず、どうすれば
落ち着いてくれるのか困っていました。
　ある夜、学校の先生が、公園で彼を見かけました。公園
には彼以外誰もいません。彼の前方には水飲み場があって、
蛇口からは水が流れていました。彼は、近寄ると蛇口の水
を止め、そのまま立ち去っていきました。とても自然な行
動に、先生は彼の持っている優しい心に気づきました。

　次の日、先生は彼にカードを手渡しました。
　彼は、そのカードを受け取りました。
　先生は、その日から彼の行動を良く観察し、「ありがとう
カード」を手渡し続けたそうです。1年間に100枚。彼は、
自分の進路を自分で決め、元気に卒業していきました。
　「ありがとう」の言葉は日常にあふれていて、誰でも誰
にでも見つけることができる魅力的な言葉です。
　「ありがとう」という言葉は、慣れていない人は言うの
が恥ずかしかったり、すぐには出てこなかったりしますが、
繰り返し言葉にして伝え続けることで、イライラなどのマ
イナスの感情が溶けて消えていく癒しの効果があります。
　そして、感謝を伝えていると、お互いに気持ちが良くな
り仲良しになれます。「ありがとう」は人と人との関係を
良くするコミュニケーションの言葉でもあります。
　学校でも家庭でも職場でも「ありがとう」の言葉の花が
あふれる町にしていきたいと願っています。

「ありがとう」は、魅力の言葉
「ありがとう」は、癒しの言葉
「ありがとう」は、仲良しになれる言葉

　１・２年生を対象にしたよい子の教室が、釜
石警察署生活安全課のご支援のもと、5月13
日（月）に吉里吉里学園で、5月31日（金）
に大槌学園で開催されました。
　吉里吉里学園では、不審者から逃れて「子
ども110番の家」に逃げる「かけこみ訓練」
を初めて行いました。実際に、親しく声をかけ
てくる不審者役の方から逃れて、学校近くの
「子ども110番の家」である松橋酒店さんに
逃げ込み、店の人に冷静に何があったか伝え、
店の人から110番通報をしてもらいました。
　大槌学園では、「イカのおすし」を学んだ後に、釜石警察署安全課で新たに取り入れている不審者対策標語「きょうは」
について学びました。
　子どもたちの安全のためにさまざまなご配慮をいただいている釜石警察署生活安全課の能見さんに改めて感謝申し上げ
ます。

よい子の教室

　5月23日（木）から6月3日（月）にかけて、岩手県
各地を会場に第71回岩手県高等学校総合体育大会が開催
されました。大槌高校からも多くの運動部が参加し、バド
ミントン部（女子）、サッカー部（男子）、バレーボール部（女
子）、ソフトテニス部（女子）が1回戦を突破する健闘を
見せました。3年生に
とっては高校最後の
大会となり、有終の美
を飾る舞台となりまし
た。3年生からバトン
を引きついだ1・2年
生たちの今後の活躍
をぜひ応援ください。

頂点めざし挑戦

第71回  高校総体

大槌高校の学校生活や日々の様子を町民の皆さまにお伝えします！大槌高校だより

　大槌高校の復興研究会は、大槌町の復興の様子を記録
する定点観測を毎年実施しています。5月中旬、今年度第
1回目（通算19回目）の定点観測を実施しました。
　また5月23日（木）には、東京で実施された「都市の
防災フォーラムTOKYO」に
参加した米・ニューオリンズ、
ニュージーランド・クライス
トチャーチの防災担当者らが
来校し、復興研究会の生徒と
交流しました。海外の復興事
例を紹介いただき、大槌町の
復興について新たな視点から
考える機会となりました。

復興研究会の取り組み

定点観測＆国際交流

○○さんへ
昨夜はありがとう。
あなたが水道の水を止めてくれたのを
偶然見かけました。
「ありがとう」
　　　　　　　　　　　△△より

《高総体結果一覧》
バドミントン部（男子）
（団体戦）
　1回戦�0-3�関二

バドミントン部（女子）
（団体戦）
　1回戦�3-1�中央
　2回戦�0-3�関二

サッカー部（男子）
　1回戦�7-1�水農�
　2回戦�0-2�黒北

バレーボール部（女子）
　1回戦�2-1葛巻
　2回戦�0-2�盛南

ソフトテニス部（女子）
（団体戦）
　1回戦�3-0�一戸
　2回戦�1-2�葛巻

弓道部
　予選1回戦敗退

バスケットボール部
（男子）
　1回戦�70-85�久東

バスケットボール部
（女子）
　2回戦�43-62�一戸

柔道部（男子）
（団体戦）
　予選リーグ1勝1敗で敗退
　　　　　　　��3-2盛工�
　※個人戦�5名が2回戦進出

柔道部（女子）
（団体戦）　1回戦�0-3�宮古

「きょうはイカのおすし」
（不審者から身を守るためには）

きょ　　きょりをあける
う　　　うしろに注意
は　　　はやく帰る

イカ　　ついていかない　
の　　　のらない
お　　　おおごえを出す
す　　　すぐ逃げる
し　　　しらせる
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