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本よんで　すごくたのしい　ゆめをみる （杉下　生眞　西根小 2年）
家読標語コンクール　入選作品　

　『2011年春。熱い魂を持った、桃、青、紅、黄の４つの
組団が集結した。どの組団も勝利に向かって、闘志を
燃やし、真剣に練習に取り組み、団結力を高めていく…。
　今日は、一人ひとりが、応援・競技に魂を込め、心
に響くような本気の「雫中魂」を披露します。
　保護者・地域の方々に感動していただける最高の体
育祭になるように精一杯頑張ります。』
　以上、プログラムより抜粋しました。

　去る５月15日の日曜日に「平成23年度中学校体育祭」
が青空の下、盛大に開催されました。当初は14日、土
曜日の予定でしたが、雨の影響で 1日順延され日曜日
の開催となりました。

　生徒一人ひとりが素晴らしい体育祭にしようと練習
や準備を重ねてきたようで、多くの保護者の皆さまや
地域の方々に対して、熱く燃える雫中生の姿を見せて
くれました。伝統の応援合戦も見応えがあり、連日の
練習の成果が感じられ、一糸乱れぬ姿にまさに「雫中
魂」を感じました。

　前日の雨の影響もあり、グラウンドコンディション
が今ひとつの場所もありましたが、午後になると次第
に晴れ間も広がり、体育祭日和となりました。

　その他にも、全員リレー、騎馬戦、棒倒し等々、各
組団とも「完全燃焼」の体育祭でした。生徒の皆さん、
お疲れ様、そして感動をありがとう。保護者の皆さま、
地域の方々、応援ありがとうございました。

「轟け！雫中魂」　～一人ひとりの闘志を燃やせ～ 　雫石中学校体育祭
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特集 ～知ってください、教育振興運動の今

　教育振興運動は、〈子ども達・家庭・学校・地域･行政〉の5者による取り組みです。今、
この運動にもっともっと多くの地域の皆さんに加わってほしいと願いながら取り組みを
開始しています。
　まずは、本町の取り組みを知るために、大きな事業へ出かけてみましょう！今年度の
大きな３つの取り組みの概要を紹介します。

地域の皆さんで教育振興運動を盛り上げて

その1 地区子育て講演会 …７月に各地区公民館で開催

　子ども達を取り巻く状況について見つめ直す場です。子育て中の
お父さんお母さんも、一緒に子育てのヒントを学び合いましょう。
昨年大好評だった４つの講演内容を、会場を換えてお聞かせします。
〈子育て講演会の予定〉
○７月12日（火）　会場：御所公民館
　テーマ『携帯電話やネット犯罪からどう守るか』
○７月13日（水）　会場：御明神公民館
　テーマ『テレビ・ゲーム過多の弊害』
○７月14日（木）　会場：雫石公民館
　テーマ『やる気満々の心と体を作る食事とは？』
○７月19日（火）　会場：西山公民館
　テーマ『大人は子どものお手本です』

その3 町教育振興運動実践交流会 …12月10日（土）に野菊ホールで開催

　今年度の取り組みの集大成を報告し合う場です。
　３つの実践区からの実践報告や子ども達の活動発表、
そして講演会等を行います。今取り組んでいる様子をぜ
ひ直に感じてください。町民みんなが一堂に会して子ど
もの健全育成を考え合う場です。
　今年度は、橋場小実践区・雫石小実践区・安庭小実践
区が取り組みを報告します。また、橋場小実践区からは
活動発表もして頂く予定です。どなたでも参加できます。

その2 第５回雫石町親子読書のつどい …11月12日（土）に中央公民館で開催

　町内の読み聞かせボランティアの団体や中高生の図書委員会、
ジュニアリーダー、昔っこ語り隊などが企画運営する読書へのいざ
ない集会です。
　読み聞かせお話し会・昔語りの会・読書クイズ・読み聞かせ講習
会などを内容として、子どもも大人も楽しめるイベントです。
　現在、各団体の代表者会議を開いて具体的な内容などを検討して
います。

どうか、それぞれの会場に足を運び、
教育振興運動でがんばっている皆さんを見守り応援してください。

これらの事業については、後日、チラシを配布するなどしてご案内します

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692-6590）

― 今年度の3つの取り組み ―
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～家読におすすめ〈６月のテーマ「雨も楽しいな」〉～
　間もなく雨が降り続くうっとうしい梅雨です。でも、生き物には大事な雨。今月は雨に関連するすてきな本を
紹介します。きっと雨も楽しくなりますよ。家族みんなで読み回しをしてみて下さい。

　雨降りで保育園も楽しくありませ
ん。そこにへんな者が現れて、雨を
喜ぶカタツムリやカエルをいっぱい
呼び寄せて、保育園は大騒動。明る
く躍動的な絵が楽しい絵本です。雨
も楽しいなあと思ってしまいます。

　雨がふったら大きなバナナの葉っ
ぱをさしていた村の人たちはかさな
んて見たこともありません。そんな
村人たちに綺麗なかさを見せようと
買い求めたのですが、木にぶら下げ
ておいたら消えてしまうのです！か
さ泥棒の正体は？？

☆ドレミファえんのたちつてとっこ
「あめあめあそぼ」（新沢としひこ・作

／今井弓子・絵）岩崎書店

☆かさどろぼう
　（シビル・ウェッタミンハ・作／

いのくまようこ・訳）福武書店

☆あめのもりのおくりもの
（ふくざわゆみこ・作）福音館書店

乳幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉
現在品切れ・再販未定（出版社から）

　おくびょうなクマさん、雨が降り
カミナリが鳴ったらもうダメ。で
も、アジサイ探しに行った仲良しの
カワウソさんが心配で、勇気をふり
しぼって飛び出した。すると、ゴウ
ゴウと流れる川の中にカワウソさん
が！優しさで心がホッカホカとなる
絵本です。

教育委員会諮問機関・関係機関委員紹介　～よろしくお願いいたしますトピックス

雫石町社会教育委員
（敬称略・任期：平成25年３月31日まで）
氏名 所属等

吉　田　敏　子 町小・中学校校長会長
荒屋敷　　　均 県立雫石高等学校長
米　澤　幸　聖 町PTA連絡協議会会長
佐々木　美由紀 町男女共同参画サポーターの会
堂　前　正　彦 (財)雫石町体育協会会長
舛　澤　　　茂 公募
目　時　美帆子 町芸術文化協会役員
上　野　幸　彦 町青少年育成推進協議会役員
五日市　　　泰 学識経験者
関　　　窕　子 町婦人会役員

雫石町体育指導委員
（敬称略・任期：平成25年３月31日まで）

氏名 氏名
伊　藤　正　三（会　長） 小　田　明　子
曽根田　利　樹（副会長） 野　中　春　彦

階　　　幸　男 千　葉　悦　隆
袖　林　　　孝 下川原　正　博
星　　　征　一 深　澤　　　章
大　石　俊　治 佐々木　徹　郎
藤　本　和　喜 山　崎　　　忍

雫石町公民館運営審議会委員
（敬称略・任期：平成25年３月31日まで）
氏名 所属等

田　口　　　功 雫石中学校長
外　岡　立之介 町小・中学校校長会副会長
五日市　　　泰 町芸術文化協会役員
吉　田　　　勇 町地域公民館連絡協議会役員
田　中　秀　雄 (財)雫石町体育協会役員
中　川　真理子 町婦人会役員
松　浦　利　夫 知識経験者
佐々木　恵美子 知識経験者（公民館利用者）
中　村　鈴　呼 知識経験者（生涯学習事業講師）
桜小路　嗣　男 公募
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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
☆雫石公民館……692-3458　　☆御所公民館……692-2214
☆御明神公民館…692-3228　　☆西山公民館……693-3321

☆町営体育館・町総合運動公園……………………692-5030
☆県営屋内温水プール………………………………693-3751
☆ゲートボール場…695-2031　☆ケッパレランド 695-2211

　空いている時間を使って、気軽に筋力＆体力を
アップさせましょう！
【日　時】
[３期：午前の部]
７月５日～９月13日（毎週火曜）10：00～11：30
（ただし８月16日は除く）
[４期：午前の部]
７月７日～９月15日（毎週木曜）10：00～11：30
（ただし８月18日は除く）
[４期：夜間の部]
７月７日～９月15日（毎週木曜）19：00～20：30
（ただし８月18日は除く）

【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】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】６月17日（金）８：30から町営体育館の
電話にて受け付けます（～６月24日（金）まで）。

　ゴールデンエイジにいろいろな運動を体験しま
しょう！
【日　時】
[３期]
７月５日～９月13日
（毎週火曜）16：30～18：00
（ただし８月16日は除く）
[４期]
７月７日～９月15日
（毎週木曜）16：30～18：00
（ただし８月18日は除く）
【場　所】町営体育館
【内　容】バランスボール・マット運動等いろいろ
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・バスケットなど）
【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内在住の児童（６～12歳）
【定　員】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】６月17日（金）８：30から町営体育館の
電話にて受け付けます（～６月24日（金）まで）。

平成23年度雫石町民筋力アップ＆体力向上教室
［３期・４期］

平成23年度雫石町ジュニア・アスレティック教室
［３期・４期］

 教育委員会定例会リポート
―その１　報告編（5月定例会）　以下の報告が承認されました―

１．雫石町社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることの専決処理の報告について
２．雫石町公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求めることの専決処理の報告について

―その２　質疑応答編（４月定例会）―
①生涯学習人材バンクの設置について
　　生涯学習人材バンクとは、具体的にどのような
ものを想定しているか？

　　趣味や、スポーツ活動など、それぞれの分野で
意欲のある方に積極的に登録していただき、講師
等の要望がある度に該当しそうな方を紹介できれ
ばと思っています。

　　制度について積極的にPRをして、利用される
方にも利用しやすい制度にしていきたいと思って
おります。

②家に帰ったらまず学習に取り組もう
　　全国学力調査の結果からわかるように、家庭で
の学習時間が非常に少なく、家に帰ってからの学
習という部分が雫石では遅れていると思うが。
　　雫石町の教育振興運動では、読書活動、あいさ
つ運動、早寝・早起き・朝ご飯をスローガンに掲
げて、学校、家庭、地域、行政、児童生徒が一体
となって取り組んでいますが、学力向上の観点か
ら、今年度は、「家に帰ったらまず学習」を加え
て取り組んでいきたいと考えています。

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）

　委

　答

　委

　答
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● ６月～７月の主な行事予定 ●
【６月】
　11日㈯～12日㈰
 雫石町春季スポーツ少年団野球大会
　18日㈯～20日㈪
 岩手地区中学校総合体育大会
　19日㈰ 御明神地区行政区対抗野球大会
　22日㈬ 第45回小学校陸上記録会
　26日㈰ 雫石地区女子ソフトボール大会
　27日㈪ 教育委員会議
【７月】
　７日㈭・８日㈮　小・小連携交流会
　10日㈰ 雫石地区男子ソフトボール大会
 御明神地区混合バレーボール大会
 西山地区壮年男子ソフトボール大会
　　　 第49回御所地区行政区対抗野球大会

【７月】
　12日㈫～19日㈫　子育て講演会
　　12日㈫：御所地区　13日㈬：御明神地区
　　14日㈭：雫石地区　19日㈫：西山地区
　16日㈯～ 18日㈪　県中学校総合体育大会
　22日㈮ 小学校終業式
　　　　 （下長山・西根・橋場・大村）
　　　　 教育委員会議
　24日㈰ 第46回御所地区壮年ソフトボール大会
　　　　 御明神地区グラウンドゴルフ大会
　25日㈪　小中学校終業式（南畑小・雫石中）
　26日㈫ 小学校終業式
　　　 （雫石・七ッ森・上長山・御明神・安庭）
　28日㈭～ 31日㈰
　 富士市・雫石町少年交流事業

【日　時】７月６日（水）
　　　　 ８：30町役場前集合・出発
【見学場所】岩手町方面
　・園井恵子像　　　　・浮島古墳群（県指定史跡）
　・沼宮内城跡　　　　・川口城跡
　・一方井城跡　　　　・横田館
　・御堂観音（町指定）　・石神の丘美術館　など
＊天候や交通事情により、変更の場合があります。

【参加費】2,000円（入館料・昼食代・保険料等）
【定　員】先着25人
【申し込み】社会教育課へ６月29日（水）までにお申
し込みください（内線284）。

【日　時】６月13日～７月11日（毎週月曜）
　　　　　いずれも13：30～15：00頃まで
【場　所】ホットスイム（県営屋内温水プール）
【内　容】①水中ウォーキング
　　　　 ②アクアダンス
　　 　　③お手軽水泳講座（20分程度）
【講　師】岩手県水泳連盟指導員
【受講料】１回1,000円
【申し込み】随時受付してい
ます。詳しくはホットスイ
ム（693-3751）へお問い合
わせください。

【日　時】６月15日～７月20日（毎週水曜）
　　 　　いずれも18：30～19：30
【場　所】ホットスイム（県営屋内温水プール）
【内　容】①水中ウォーキング
　　　 　②アクアダンス
【講　師】岩手県水泳連盟指導員
【受講料】１回1,000円
【申し込み】随時受付しています。詳しくはホット
スイム（693-3751）へお問い合わせください。

〈昼間コース〉
【期　日】７月５日（火）、13日（水）、20日（水）
【時　間】10：00～12：00
【場　所】雫石町営体育館、ケッパレランド
【内　容】チームスポーツ、ウォーキング

〈夜間コース〉
【期　日】７月６日（水）、13日（水）、20日（水）
【時　間】19：00～21：00
【場　所】雫石町営体育館アリーナ
【内　容】ソフトバレーボール
【講　師】雫石町体育指導委員
【受講料】１コース（全３回）500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着20人
【持ち物】運動できる服装と靴、タオル、飲み物
【申し込み】社会教育課へお申し込みください（内

線288）。なお、当日会場での申し込みでも参加可
能です。

第 1回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）
～岩手町の古城・旧跡・名所を訪ねて～

ホットスイムアクア教室

ホットスイムナイトアクア教室平成23年度前期体験スポーツ教室

中央公民館１階ロビー　ふれあい広場展示のご案内

☆環境問題写真展☆
（大気汚染・水質汚濁・森林火災・氷河の様子など）
６月21日（火）まで開催！どうぞご来場ください。
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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」 「しずくいしおはなし会」

【日　時】６月16日(木)10：30
【会　場】中央公民館２階　視聴覚室
【プログラム】
・えほん………………………『こねこがにゃあ』 ほか
・かみしばい………………『おかあさんみーつけた』
・パネルシアター……『とまとさんときゅうりさん』
・こうさく…………………『いないいないばあ』　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】６月25日(土)10：00
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『ありこのおつかい』……………………石井桃子・作
・『はじまりの日』…………………ボブ・ディラン・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！（４/21～５/20受け入れ分　計140冊）

・怪盗ブラックの宝物……………………那須　正幹
・ぼくたちの春と夏と秋と冬………ボブ・ラッチカ
・これは本……………………………レイン・スミス
・クレプスリー伝説 １ ……………ダレン・シャン
・ユリシーズ・ムーアと石の守護者………バシリコ
・リサとガスパールおたんじょうびおめでとう
　　　　　　　　 ………………アン・グッドマン
・アルフレートの時計台……………………斉藤　洋
・ゴールデン・バスケットホテル
　　　　　　　　 …ルドウィッヒ・ベーメルマンス
・くらべる図鑑クイズブック……………小学館・編
・うさこちゃんまほうをつかう …ディック・ブルーナ
・名探偵コナン推理ファイル漢字とかなの謎
　　　　　　　　 ……………… 青山　剛昌 原作
・うまれてきてくれてありがとう…にしもと　よう
・四字熟語ショウ 続 ………………中川　ひろたか

● ヤング・児童書 ●

〈６～７月の休館日ご案内〉
【６月】13、20、27日　　【７月】　4、11、18、25日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・佐野洋子 追悼総特集 …………河出書房新社・編
・知識ゼロからのお参り入門……茂木　貞純・監修
・ふまじめ介護ゆうゆう流………………田辺　鶴瑛
・原発事故残留汚染の危険性……………武田　邦彦
・小雨日記………………………………小泉　今日子
・日本酒の基礎知識……………………枻出版社・編
・Rick Rackと作るはじめてのバッグ＆ポーチ
　　　　　　　　 ………………主婦と生活社・編
・少女は、闇を抜けて……………………家田　荘子
・おやこ劇場……………………………今井　絵理子
・いのちの旅～光に誘われて～…………青木　新門
・いい人生…………………………………立松　和平
・文化を考える。…………………………筑紫　哲也
・熟睡のツボ～寝る前ひと押し30秒！～
　　　　　　　　 ……………池内　洋一郎・編著
・幸福の答え………………………………鈴木　秀子

・さらば銀行の光……………………………江上　剛
・四つ話のクローバー……………………水野　敬也
・たまゆらに………………………………山本　一力
・タワーリング……………………………福田　和代
・先生の隠しごと…………………………仁木　英之
・音楽の在りて……………………………萩尾　望都
・サトリ（上・下） ……………ドン・ウィンズロウ
・ナニワ・モンスター………………………海堂　尊
・ロマンス……………………………………柳　広司
・三人姉妹殺人事件………………………赤川　次郎
・いねむり先生……………………………伊集院　静
・ハタラクオトメ……………………………桂　望実
・スパイクス・ランナー……………あさの　あつこ
・空也上人がいた…………………………山田　太一
・アゲイン………………………………浜口　倫太郎

※こんな本は・・・
『～のこしてくれた母の味～　杜陵高速印刷出版部』
　タイトルに惹かれて手に取った１冊です。ど
れも食べてみたくなる料理が50種類以上掲載。
頑張って真似っこして作ってみようかな・・・。
この本を眺めながらそんなことを思いました。
　“あなたにとっての母の味って何ですか？？？”
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№73 御所保育園　編～

次回は雫石中学校からの情報をお送りする予定です。

地域に開かれた保育園として
　４月、61名の元気いっぱい笑顔いっぱいの子ども達
でスタートした御所保育園。当園では、保育園の専門
的機能を地域の皆様に活用していただきたいと考えて
います。また、地域の皆様からお力をいただき運営し
ていきたいと考えています。
～その１～
　園では、障がいのあるお子さんが、当たり前に保育
園に通い、日々の生活を保障されるよう、集団保育が
可能な障がいのあるお子さんを積極的に受け入れる体
制を整えています。また、障がいの有無に関わらず、
お子さんの成長過程で心配や不安が生じた際には相談
援助も行っておりますので、その際はどうぞ気軽にお
問い合わせください。 ～その２～

　まだ保育園に入園していないお子さんとその親御さんを
対象に、月１回遊びのひろば「ようこそ御所保育園」を開
催しています。昨年度も０歳の赤ちゃんから小学校にあが
る前までのお子さんがたくさん遊びに来てくれました。今
年度もお待ちしています。
～その３～
　当園では、子ども達が、地域の皆様に見守られながら育っ
ていくことを願っています。そして、おじいちゃん、おば
あちゃん達が子どもの頃に楽しんだ遊びを子ども達に伝え
ていただきたいと思っていま す。地域のおじいちゃん、
おばあちゃん、ぜひ力を貸していただけませんか？

（御所保育所019-692-3418）

　今年度、教育委員会では過去に実施してきた文化財所在等調査に関する書籍（主に「心のふるさとシリーズ」）の
内容を見直すため、「町内各種文化財再確認調査事業」に取り組んでいます。
　事業は、国の緊急雇用創出事業を活用して委託によって実施することとし、５月16日から始まりました。
　11月までは、遺跡や石碑、記念物などの再確認のための野外調査が行われる予定です。野外調査にあたっては、身
分証明をもった調査員が町内各地を回り、現地確認や聞き込みを行いますので、皆さんのご協力をお願いします。
　また、この機会に、これまで見落とされていた文化財に関する情報の収録も行います。

町内のいろいろな文化財を再確認！ 情報求む！ ～町内各種文化財再確認調査事業を展開中トピック
ス

・雫石町史に載っていないもの

・心のふるさとシリーズに紹介されていないもの

・既刊書籍の内容が違っているというもの

こんな文化財は知りませんか？
皆さんの情報をお待ちしています。

〈既刊の心のふるさとシリーズ（一部）〉

【町内各種文化財再確認調査事業に関する問い合わせ】
社会教育課（692-6590）または委託先：文化財調査事業企業組合（699-2553）
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　５月３日（火）、町営鶯宿運動場を会場にして、昨年
度より1チーム減ったものの、町内17チームにより開
幕しました。
　選手200人程が集まった開会式では、昨年度優勝の
板橋ブルースチームから優勝旗返還を行い、雫石たん
たんチームの熊谷幸也選手が力強く選手宣誓を行いま
した。
　開会式終了後、鶯宿Ａグラウンドでは深谷町長の始
球式があり、続けて第1試合が開始されました。
　８月の決勝まで続くロングラン、現在、町内各地で
熱戦が繰り広げられています。

平成23年度雫石町早起き野球大会開幕　現在熱戦展開中 !トピックス
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広報「教育しずくいし」７月号は　７月14日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　我が家では２週末にかけて行った田植えがやっと昨日（５/29）
終わりました。重いものを持っては運ぶという重労働ですが、おか
げで１週目には筋肉痛になった部分が２週目には痛みがなくなり、
筋肉に?!運動不足な私はもう１か月くらいやったほうが…。（Ｎ）

　7ページでも一つ紹介していますが、今年度は文化財の基礎資料
作成が盛りだくさん。資料館では、特定テーマの調査研究も始まり
ました。発掘調査はないけれど、やることはいっぱい…という、社
会教育課13年目の私なのです。（Yasu）

☆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】６月27日（月）～29日（水）
【問い合わせ】町営体育館（692-5030）

☆ホットスイムから東日本大震災復興支援のお知らせ☆
　下記の日程により、利用料収入の全額を今回の
震災による津波で被害を受けた県内各地域の復興
支援金として、県へ寄付することとします。
【支援金とする期間】６月25日（土）・26日（日）
【問い合わせ】ホットスイム（693-3751）

トピックス

選手が一堂に会した開会式

深谷町長による始球式力強い選手宣誓…熊谷幸也選手（雫石たんたんチーム）

忘れたころにやってきた
…１年ぶりのリレーコラム！

第４回　「伝統文化の継承を発見！」
学校教育課主事　　高藤　萌美（総務グループ）

　今年の春、雫石町に採用になった私は、町内の小中学校に今年度転任されたた先生方と、町内の実地研修に参加
させていただきました。
　参加して感じたことは、雫石町は歴史や文化が深く、それらが今になってもとても大切にされているということ
です。広い町内ですが行った先々には名勝があります。また、そこに言い伝えられている起源や伝説も数多くあり
ます。どこへ行っても様々な話を聞くことができ、貴重な時間を送ることが出来ました。
　歴史や伝統を維持し次の世代に受け継いでいくということは、決して簡単なことではありません。多くの伝統や
文化を一人一人が今も大切にし、これからも大切にしていこうとする姿勢はとても重要なことであり、雫石の素晴
らしいところだと思います。
　私も幼い頃から民謡民舞を習っています。雫石に伝わる民謡や文化をきちんと受け継いでいきたいと改めて感じ、
雫石町の良さを一つでも多く発見していきたいと思いました。
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