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町の芸術・文化、そして芸能を堪能！
第47回雫石町総合芸術祭

第54回雫石町無形文化財芸能祭

〜 11月３日〜５日

〜 11月23日

雫石町の花「菊」が野菊ホールロビーを彩りました

かつての嫁入りを再現

今年から小学校も舞台部門に出演！

躍動！雫石高校郷土芸能委員会による上駒木野参差踊

3 日間の来場者は1,516人（昨年度より約500人増）
でした。ご来場ありがとうございました。

☆お知らせ☆
【日

【場

祝 新成人

時】平成24年 1 月 8 日（日）
受付：午前10時00分〜10時50分
式典：午前11時〜
所】雫石町中央公民館 野菊ホール

〜長持唄

遠くは県外から、また若い方も多く来場した芸能祭。
約800人が町の民俗芸能をたっぷり楽しみました。

平成24年雫石町成人式

挙行！

【対 象】平成 3 年 4 月 2 日〜平成 4 年 4 月 1 日生ま
れで現在町に住民登録されているか、平成18年度の雫
石中学校卒業生

＊対象者には11月末にご案内のはがきを送付しておりますが、はがきが届いていない場合など、不明な点があり
ましたら社会教育課（692‑6590）までお問い合わせください。

〔
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〜冬場の健康・体力づくりに！
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ケッパレランド

12月21日（水）冬季営業開始予定〜

入選作品

いっしょに読もうね

お父さん

（栗木

時宗

下長山小 3 年）
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特集
〜雫石っ子、本の楽しさをたっぷりと！〜第５回親子読書のつどい
11月12日（土）、第 5 回雫石町親子読書のつどいが開催されました。
町内から約70人の子ども達と一般参加者、スタッフなど合わせて160人ほどが、本の読
み聞かせやクイズ大会などを通して本の世界を楽しみました。
また、スペシャルプログラムとして、いち早く沿岸の被災地に絵本を贈る活動をされている末盛千枝子さんの講演
会を開催し、
「今こそ心を癒す絵本を子ども達に」という熱い想いに心を揺さぶられました。
今年度から、雫石小学校読書ボランティアさんと、御明神小学校読み聞かせサークル「みかん」さんも新たに参加
し、
町内10団体がスタッフとして運営に携わりました。大活躍してくれたスタッフの皆さん、ありがとうございました。

中高生のさわやかな開会宣言に拍手！

「うんとこしょ！」…ついつい声が出ます

やさしく読み聞かせしました

お話の世界に引き込まれ…

末盛先生の講演
ぜひ読んで欲しい本は…

昔語り…おもしろいなぁ

クイズ大会！正解かなぁ？

【教育振興運動に関する問い合わせ】 社会教育課（692-6590）

教育委員会定例会リポート（ 10・11月）
―その１ 決定事項編（11月） ―
１．教育委員長職務代理者の指定について
議案承認により、佐々木浩子委員が再任されております。
―その２ 質疑応答編（10月）―
・学習発表会と雫中祭について
委 学習発表会は、上長山小学校の男女児童それぞ
れによるよしゃれが伝統を引き継いでいるなと感
じ、下長山小学校の６年生の英語劇はこれから必
要になるものと感じた。雫中祭では、例年と比較
して、生徒が他の学級の合唱等を聞く態度が向上
しているように感じたが、どのような評価をして
いるか。

答 学習発表会は、各小学校とも少ない時間と人数
の中で、中身が濃く内容のある演出をして立派で
あり、雫中祭では、全体的に生徒の集中力が向上
していると感じました。

教育委員会議は、非公開事件以外は傍聴できます。【問い合わせ】学校教育課（692-6577）
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〜家読におすすめ 〈12月のテーマ 「クリスマスですね」〉 町では『家読』に取り組んでいます〜
すっかり冬の季節行事に定着したクリスマスは、世界中の子ども達に夢を運ぶものになっています。絵本の世
界でも、サンタクロースが登場する作品がたくさん！その中から、心がほっと温まるような作品を紹介します。

乳幼児向け

小学校低学年向け

小学校高学年向け

☆こまったクリスマス

☆こねこのクリスマス
（なかえよしを・作/上野紀子・絵画）
教育画劇
みんながクリスマス・イブを楽し

☆サンタクロースがすねちゃった

（ラッセル・ジョンソン・文/

（ウテ・クラウゼ・作・絵/

バーナデット・ワッツ・絵/

アーヒム・ブレーカー・文/

もきかずこ・訳）

若林ひとみ・訳）

西村書店

佑学社

んでいる時、
捨てられた子猫が一匹、

「クリスマス・イブなのに、毎年

ある新聞に「サンタクロースなん

寒さにぶるぶる震えながら歩いてい

毎年、そりを引っ張って走らなけれ

ていない」という見出しが載り、他

ました。寒くて冷たくて眠くなって

ばならないなんて！」と、トナカイ

の新聞も真似をして、あっという間

…。気が付くと赤いマントのポッケ

のラインハルトとグリゼルダが逃げ

に国中に広がってしまいます。

の中に。ほっとしてサンタさんと空

出した！困ったサンタさんは動物た

それを読んだサンタさんたちは相

を飛んで贈り物くばりをするのでし

ちに応援を頼みます。ウサギにロバ

談して、「じゃ、プレゼント配りは

た。そして最後に子猫は…？

にラクダ、ゾウにライオンにドラゴ

止めだ！」と南の島へ。サンタを信

ン、みんな大張り切りでがんばるの

じているクルトは、サンタを探しに

ですが…。

出かけますが・・・。

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉

心豊かに暮らせるまちづくり

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

☆健闘雫中生 女子バレー 接戦を制して優勝！
・県中学校新人体育大会（後期）入賞分〜 11月19日〜 20日
〔バレーボール女子〕優勝（3年連続8度目の快挙）
大橋由莉・村田香音選手が優秀選手に選出！
〔バドミントン男子個人シングルス〕
ベスト8 上村星輝選手
＊これ以外のスポーツ結果につきましては、1月号でお
知らせいたします。

12月〜 1 月中旬の行事予定
【12月】
10日㈯
22日㈭

雫石町教育振興運動実践交流会
小学校終業式（南畑小以外）
中学校終業式
教育委員会議・南畑小終業式

26日㈪
【1月】
5 日㈭〜14日㈯ 中学校国際交流海外派遣事業
8 日㈰ 平成24年雫石町成人式
14日㈯〜15日㈰ 第21回小中学生バレーボール
雫石交流大会
16日㈪ 大村小学校始業式
17日㈫ 安庭小学校始業式
18日㈬ 小学校始業式（雫石・下長山・西根）
19日㈭ 小学校始業式（七ツ森・上長山・御明
神・橋場・南畑）・中学校始業式

☆年末年始の施設休館予定日情報☆
[歴史民俗資料館]
12月28日（水）〜１月４日（水）
[勤労青少年ホーム] 12月29日（木）〜１月３日（火）
[町営体育館・屋内ゲートボール場]
12月29日（木）〜１月３日（火）
[県営屋内温水プール]12月31日（土）・１月１日（日）
[ケッパレランド]
12月31日（土）〜１月２日（月）
＊詳しくは各施設にお問い合わせください。

☆町営体育館からのお知らせ☆
下記の期間中、体育館内のワックス清掃作業を行
いますので、利用時間が変更となります。
【期 間】12月19日（月）〜 21日（水）
【問い合わせ】町営体育館（692‑5030）
●お詫びと訂正●
11月号の掲載記事に誤りがありましたので、ここにお
詫びして訂正いたします。
①P5 町内各種スポーツ結果報告④
≪中学男子7.5ｋｍフリー≫
（誤）4位 藤本雄大 →（正）3位 藤本雄大
②P7 トピックス１記事の3・４行目
（誤）優勝の『リラックス』、準優勝の『ハイテンション』
→（正）優勝の『ハイテンションズ』、準優勝の『リラックス』
・町民並びに関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしたこと
を深くお詫び申し上げます。
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【ホームページアドレス】
☆中央公民館・野菊ホール・各地区公民館：http ://www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 公民館 をクリック！
☆
（財）
雫石町体育協会：http ://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/
☆県営屋内温水プール（ホットスイム）
：http ://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/˜hotswim
【問い合わせ先】
☆中央公民館・野菊ホール…………………………692‑4181 ☆町営体育館・町総合運動公園……………………692‑5030
☆雫石公民館……692‑3458
☆御所公民館……692‑2214 ☆県営屋内温水プール………………………………693‑3751
☆御明神公民館…692‑3228
☆西山公民館……693‑3321 ☆ゲートボール場…695‑2031 ☆ケッパレランド695‑2211

☆ヘルシークッキング・おやこde家カフェ第3弾☆「バナナケーキとりんごパフェを作ってたべよう」
【日 時】１月18日（水）10：00 〜 13：00
おやこＤＥ家カフェ こんなふうにやってます♪
１歳だって上手にできるよ♪
【場 所】中央公民館・調理実習室
ママと一緒にトントントン♪
【講 師】雫石町食生活改善推進員連絡協議
会
【受講料】大人400円 子供１人につき100円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先
着15組
【申し込み】１月10日（火）までに中央公民館
へお申し込みください
（受付：平日８：30 〜
おいしくできるといいね♪
17：15）
。
【託 児】乳児の託児室を準備します。ご希
望の方は事前にお申し込みください。

☆御所公民館 おやつ作り教室☆
「がんづきを作ろう」
【日 時】12月25日（日）10：00 〜 12：00
【場 所】御所公民館
【講 師】長瀬裕子さん
【受講料】１人500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着15人
【申し込み】12月19日（月）までに御所公民館へお申
し込みください
（受付：平日８：30 〜 17：15）
。
【託 児】無料託児室を準備します。ご希望の方は
事前にお申し込みください。

☆参加者募集！ 町民スキー大会☆
〈クロスカントリー競技〉
【期 日】１月28日（土）
【場 所】ケッパレランド
〈アルペン競技〉
【期 日】２月４日（土）
【場 所】岩手高原スノーパーク
【参加資格】町内に在住または勤務しているか、
町内の小中高生で、
傷害保険に加入していること。
【参加料】無料
【申し込み】所定の申込用紙に必要事項を記入の
上、１月20日（金）17 : 00までに（財）雫石町体
育協会へお申し込みください（用紙は町営体育
館にあります）。
【問い合わせ】 （財）雫石町体育協会（692‑5030・担
当：横森）

4
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いただきまぁす♪

☆御所公民館

手芸教室☆

「ビーズアクセサリーを作ろう」
【日 時】12月25日（日）13：30 〜 15：00
【場 所】御所公民館
【講 師】長瀬裕子さん
【受講料】１人500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着15人
【申し込み】12月19日（月）までに御所公民館へお申
し込みください
（受付：平日８：30 〜 17：15）
。
【託 児】無料託児室を準備します。ご希望の方は
事前にお申し込みください。

☆ヘルシークッキング☆
〈テーマ〉「カルシウムたっぷり骨太クッキング」
【日 時】1月15日（日）10：00 〜 13：00
【場 所】中央公民館 調理実習室
【講 師】雫石町食生活改善推進員連絡協議会
【受講料】１人500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着15人
【申し込み】１月10日（火）までに中央公民館へお申
し込みください（受付：平日８：30 〜 17：15）。
【託 児】無料託児室を準備します。ご希望の方は
事前にお申し込みください。
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☆中央公民館手作りクラブ 〜 粘土で干支人形を作ってみよう！
【日 時】
①１月11日（水）10：00〜12：00
②１月11日（水）13：30〜15：30
③１月12日（木）10：00〜12：00
④１月12日（木）13：30〜15：30
⑤１月13日（金）10：00〜12：00
⑥１月13日（金）13：00〜15：00

平成24年は辰年 ドラゴンをつくるよ☆

★送迎バスＡ
★送迎バスＢ
★送迎バスＣ
★送迎バスＡ
★送迎バスＢ
★送迎バスＣ

<送迎バス運行経路・注意>
【Ａ】大村小、南畑小、安庭小、歴史民俗資料館
【Ｂ】上長山小、西山公民館、下長山小、
七ツ森公民館、東町公民館
【Ｃ】橋場小、御明神小、西根小
＊送迎バスの利用は事前に申し込みが必要です。
発着時間は中央公民館にお問い合わせください。
送迎バスを利用しない（中央公民館に直接来館で
きる）人は、①〜⑥のどの日程でも参加できます。

【場 所】中央公民館
【講 師】中村鈴呼さん
【対 象】町内の小学生
【定 員】①〜⑥それぞれ先着20人
【受講料】１人500円
【申し込み】１月６日（金）までに中央公民館へお申
し込み下さい。
（受付時間：平日８：30 〜 17：15）

☆雫石町民筋力アップ＆体力向上教室 [7期・8期]☆

☆西山公民館 パソコン教室〜初めてのパソコン☆

【日 時】
】[７期] １月10日〜３月13日
（毎週火曜・全10回）10：00 〜 11：30
[８期] １月12日〜３月15日（毎週木曜・全10回）
<午前の部>10：00 〜 11：30<夜間の部>19：00 〜 20：30
【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
プログラムの実践
【講 師】
（財）雫石町体育協会スタッフ
【対 象】町内在住の方
【定 員】７期・８期午前・８期夜間 それぞれ先着10人
【受講料】2,500円（体育館使用料・保険料含む）
【申し込み】12月15日（木）８：30から町営体育館
の電話で受け付けます（〜 12月21日（水）まで）
。

生活に役立つパソコンを家庭で活用できるよう、
日本語入力の仕方からWord、Excelを使用して文
書や家計簿、インターネット体験をしましょう！
【日 時】１月18日（水）〜２月15日（水）
（毎週水曜 全５回）
<昼コース> 14：00 〜 16：00
<夜コース> 19：00 〜 21：00
【場 所】西山公民館 パソコン体験実習室
【講 師】NPOしずくいし いきいき暮らしネットワーク
【受講料】１人1,000円
町内在住または勤務の方（パソコン初心者向けです）
【対 象】
【定 員】各コース先着10人
【申し込み】12月15日（木）〜１月11日（水）までに西山公
民館へお申し込みください（受付：平日８：30〜17：00）。
【託 児】無料託児室を準備します。ご希望の方は
事前にお申し込みください。

☆雫石町ジュニア・アスレティック教室[6期・7期]☆
【日 時】[６期] １月10日〜３月13日
（毎週火曜・全10回）16：30 〜 18：00
[７期] １月12日〜３月15日（毎週木曜・全10回）16：30 〜 18：00
【場 所】町営体育館ほか運動公園内施設
【内 容】マット運動・バランスボール・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）
【講 師】
（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の小学生・それぞれ先着10人
【受講料】1,500円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】12月15日（木）８：30から町営体育館
の電話で受け付けます（〜 12月21日（水）まで）
。

☆雫石公民館 パソコン教室・エクセル初級編☆
【日

時】１月26日〜２月27日
（毎週月・木曜・全10回）
19：00 〜 21：00
【場 所】雫石公民館
【講 師】高嶋一秀さん
【受講料】１人1,000円（テキスト代別途1,300円程度）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着12人
【申し込み】12月19日（月）〜 22日（木）までに雫石公民
館へお申し込みください。（受付：平日８：30 〜 17：15）。
【託 児】無料託児室を準備します。ご希望の方は
事前にお申し込みください。
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新着図書・イベント紹介

〜町立図書館

【ホームページアドレス】http ://library.town.shizukuishi.iwate.jp【問い合わせ】
692-5959

幼児対象「たんぽぽおはなし会」☆スペシャル☆

「しずくいしおはなし会」

【日 時】12月15日(木)10時30分㲧㳥
【会 場】中央公民館２階 視聴覚室
【プログラム】
・えほん『しろくまちゃんおやすみなさい』 ほか
・かみしばい『ひよこのぴぴい』
・パネルシアター『10にんのさんた』
・こうさく『リースをつくろう』 など
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日 時】12月24日(土)10時㲧㳥
【会 場】町立図書館
【プログラム】
・『くつやのねこ』
……………いまい あやの・作
・『ねずみくんのクリスマス』
……………なかえ よしを・作
など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

新着図書をご紹介！（10/21 〜 11/20受け入れ分
● 小説 ●
・ぼくらは夜にしか会わなかった………市川 拓司
・あつあつを召し上がれ……………………小川 糸
・南欧怪談三題 ……………… ランペドゥーザ ほか
・花明かり…………………………………山本 一力
・異国のおじさんを伴う……………………森 絵都
・東京ピーターパン………………………小路 幸也
・水の柩……………………………………道尾 秀介
・緋色の楽譜（上・下）…………ラルフ・イーザウ
・チェット、大丈夫か？………スペンサー・クイン
・無冠の父……………………………………阿久 悠
・破 断……………………………………笹本 稜平
・あまからカルテット……………………柚木 麻子
・春から夏、やがて冬……………………歌野 晶午
・007 白紙委任状………ジェフリー・ディーヴァー
・謎解きはディナーのあとで ２ ………東川 篤哉
● 一般書 ●
・これで最後の…アトピー卒業ブック…岸本 和裕
・おにぎり…………………………………川越 晃子
・土屋アンナ100のルール ……………土屋 アンナ
・からだにやさしく効く おクスリおやつ…荻田 尚子
・大阪人の格言………………………小杉 なんぎん
・上野先生、勝手に死なれちゃ困ります
………上野 千鶴子 ほか
・独女日記………………………………藤堂 志津子
・幻の松花部隊……………………………高橋 健男
・十八歳からの十年介護……………………町 亞星
・外務省に告ぐ………………………………佐藤 優
・実況（ライブ）・料理生物学 …………小倉 明彦
・散歩の一歩 ………………………………黒井 千次
・夢うばわれても……………………………蓮池 薫
・被災地の本当の話をしよう………………戸羽 太
・ＭＯＣＯ飯…………………………速水 もこみち
〈12〜１月の休館日ご案内〉
【12月】12、19、23、26、29 〜 31日
【１月】1〜３、９、16、23、30日
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計125冊）

● ヤング・児童書 ●
・少年探偵 カケルとタクト………………佐藤 四郎
・しんぶんしあそび…………………藤本 ともひこ
・奇跡の一本松…………………………なかだ えり
・タンポポ…………………………………光丘 真理
・できたよ、なわとび……………………太田 昌秀
・おばけバースデイ……………………佐々木 マキ
・ＲＤＧ ５……………………………… 荻原 規子
・漫画少年……………………ベッツィ・バイアーズ
・しんかんくんのクリスマス…………………のぶみ
・宇宙の誕生……………ルーシー・ホーキング ほか
・ドレミファ荘のジジルさん……たかどの ほうこ
・今からはじめる！就職へのレッスン…杉山 由美子
・悪い本…………………………………宮部 みゆき
・1001のクリスマスをさがせ！
………アレックス・フリス
・14歳からの精神医学……………………富田 雄吾
※こんな本は・・・
『からだにやさしく効くおクスリおやつ』
荻田 尚子…著/主婦の友社
本格的に寒くなり体調を崩される方も多く
なってくるこれからの時期、「食欲がなくて…」
という方が参考にされてはと思う１冊です。
「あっ、なつかしいなぁ。
」
「これならば食べられそう。
」
というようなお手軽おやつの
レシピ81が掲載。
しっかり栄養を摂って、寒
い季節を乗り切りましょう!!

本のこうかんひろば
12月10日（土）〜 15日（木）
中央公民館１階ふれあい広場で開催！
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心豊かに暮らせるまちづくり
今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№79

縦割り班活動を通して
本校は、教育活動の様々な場面で異学年の児
童が一緒に活動する機会を設けています。
本校の朝は読書で始まります。金曜日には全校
児童が好きな本を手に持ちホールに集まり、15分
間の静かな時間を過ごします。高学年の児童は、
「あの本、低学年の時に好きだったなあ。」などと
低学年のお世話をしながら思っているようです。
低学年の児童は隣の高学年が読んでいる本を見て
「○年生になればあんな難しそうな本が読めるよ
うになるんだ。
」と感じているようです。
また、学期に１度は、高学年が低学年に読み聞
かせをします。「どんな本を読んであげれば喜ん
でくれるかな。」と本を選ぶ段階から頭を悩ませ
ます。本を選ぶと今度は読み方の練習です。
「こ
こは笑ってほしいからこんな風に読もうかな。」
「こう読めば怖がってくれるかな。
」などと、２〜
３人の高学年が１グループになり練習に励みます。

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

西根小学校

編〜

雫石町立西根小学校

副校長

小笠原安和

朝読書の取り組み以外にも、縦割り（異学年グループ）の活
動が本校にはたくさんあります。縦割り班で昼休みに一緒に遊
ぶ「なかよしタイム」、毎日の清掃、自然教室・炊事遠足等々。
上級生の姿を見て憧れたり、下級生が指示を聞いてくれなく
て戸惑ったり、そんな経験が自分と違う他者を認め、人を思いや
ることのできる児童の育成につながることを願っての活動です。

●●

次回は雫石高等学校からの情報をお送りする予定です。

トピックス1 他校の仲間との思い出がたくさんできました 〜第2回小・小連携交流会
第 2 回小・小連携交流会が11月25日(金)に御明神小学校で、
29日(火)には七ツ森小学校で開催されました。
体育館では、大縄跳び・ドッジボール・ボール取りゲームな
ど、大集団の楽しさを感じるゲームで楽しく汗を流しました。
学級での授業も１クラス約30人です。雫石小を除けば初めての
経験で、中学校入学に向けてのよい訓練になりました。
学級離散会では、安庭小の佂石先生が「体育の時間、学活の
時間を通して楽しい交流ができたんだなと、今の皆さんの感想
を聞きながら思いました。特に前回以上に仲よくなれた人が多かったという感想が多くて、とてもうれしく思
いました。中学校に入学したとき、今日仲よくなれた人に『やあ、
』と声をかけられればいいですね。
」と話を
してくれました。
1 学期以上に、他校の仲間との思い出をたくさん作って、第２回小・小連携交流会は終わりました。
「明日の
ぼる山も見さだめ、今終わるひとつのこと」という歌（斉藤喜博作詞「ひとつのこと」
）のように、６年生172
人は次の目標を見据えながら、これから4 ヶ月の小学校でのまとめの学習にとり組んでいきます。その気持ち
の高まりが感じられた交流会でした。
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心豊かに暮らせるまちづくり

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

トピックス 2 『ユニバーサルデザインとは？』〜小学生が講座を通して学び、 ジュニアリーダーも協力しました〜
学童保育の小学生を対象とした講座｢ユニバーサルデザインにふれてみよう」
が8月から9月にかけて開催され、全３回の日程で延べ158人の参加がありま
した。
１回目は、ペットボトルのふた等廃材を使用したECOオモチャ作り。２回
目は、子供から大人まで美味しく食べられる料理教室。３回目は、いきいき福
祉まつりと共同で白伺や車イスを使用しキャップハンディ体験を行いました。
参加した児童は、どの講座も楽しみながらユニバーサルデザインとは何かを
学び、ジュニアリーダーも講座のサポート役として参加し、充実した内容とな
りました。

トピックス3

滴石史談会が 郷土史講演会・
「滴石はかつて平氏の荘園だった」を開催

滴石史談会（大村昭東会長・会員35人）では、11月６日（日）、
中央公民館で「平親王（たいらしんのう）伝説をひもとく―滴石は
かつて『平氏』の荘園だった？」と題した講演会を開催し、約110
人が聴講しました。
講師は、町内元御所出身で現在東京に住んでいる郷土史研究家細
川久美さん（81歳）
。地元に伝わる「平親王伝説」を基に、９世紀
の坂上田村麻呂将軍の東征時代から16世紀半ばの戸沢氏の敗退まで
の間の中央政府と東北地方との関わりを示す史料などから「滴石（雫
石の古い名称）はこの間522年にわたって『平氏』及び平氏の流れ
をくむ領主によって治められてきた。」との自説を紹介しました。
細川さんは、
「『史料がないから歴史がない』というわけではない。
歴史は世相を反映するし、伝承や伝説には歴史が込められているはず。これらと中央の史料などから得られる間
接証拠を積み上げれば史実に迫ることができる。」と持論を展開し聴衆の関心をひきました。
細川さんは、
最後に「郷土の1200年に及ぶ歴史には≪平氏荘園≫であったが故の香り高い文化が息づいている。
雫石の皆さんは大いに誇りと自信を持ってこれからのまちづくりをしてほしい。」と結びました。

前売券
もうすぐ発売！

ホットスイムから
お知らせ！

第９回雫石町民劇場

ＩＢＣラジオ
ＩＢ
チャリティーミュージックソン協賛
チャリティー開放！

〜雫石百姓の仇討ち〜 「丑太帰る」
【日

時】２月12日
（日）
午前の部10：00開演（9：30開場）
午後の部15：00開演（14：30開場）
【場 所】中央公民館・野菊ホール
【入場料】Ｓ席1,200円（当日1,500円）
Ａ席1,000円（当日1,200円）
全席指定
Ｂ席 500円（当日800円）
【前売券】12月15日（木）発売開始
【プレイガイド】 町中央公民館及び各地区公民館、村
上写真館、川徳プレイガイド、プラザおでって
【問い合わせ】中央公民館（692‑4181）

【開催日】12月23日（金・祝）
【時 間】10：00 〜 17：00
当日の利用料収入全額がラジソン募金に寄付されま
す。皆さんもプールを利用し
てラジソンに参加しよう！た
くさんの方のご利用をお待ち
しております。
【問い合わせ】
県営屋内温水プール
（693‑3751）

あとがき
無形文化財芸能祭を初めて鑑賞させていただきました（記録係
として、カメラを片手に…）。踊りとは縁遠い私にも、トータル
６時間があっという間に感じられる程素晴らしい演目の数々！終
わったばかりなのに、早くも来年の芸能祭が待ち遠しいです。
（Ｎ）

今年も残すところあと1 ヶ月を切りました。毎年のこと
とは言え、秋の事業の総括と来年度の予算編成作業で大忙
しのシーズン。ここは何と言っても体力勝負。風邪をひい
てる場合じゃない…早く治してがんばります！ （Yasu）

広報「教育しずくいし」 1 月号は
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1 月12日（木）発行です。
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