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去年見た　本のお話　覚えてる （高橋　恵人　雫石中 1年）
家読標語コンクール　入選作品　

　12月10日（土）、野菊ホールを会場に雫石町教育振興運動実践交流会が開
催されました。町の子育てを「学校・家庭・地域・行政」のみんなで一緒
に考え合う場です。

　開会行事の家読標語入選者の表彰式に始まり、埼玉西武ライオンズ菊池雄星投手の父・菊池雄治氏による講演
会では、読書好きで知られる菊池投手の幼少期から現在までの軌跡を、エピソードを交えながらお話ししていた
だき、大変好評でした。
　また、今年も12の実践区のうち３つの実践区に、全町での共通課題である「読書大好き雫石っ子」、「あいさつ
運動」や独自課題への取り組みについて発表していただきました。児童の皆さんも、日々の取り組みについて堂々
と発表してくれました。

平成２３年度　雫石町教育振興運動実践交流会
特集

【ロビーでは各実践区の展示発表】

【橋場小学校「こまくささんさ」
躍動する太鼓、笛、踊りの発表】

【家読標語入選者全員で記念撮影！】

【西根小学校図書委員の皆さんが読書
について堂々と発表してくれました】

【菊池雄治氏による講演会】

【雫石小学校「テレビを消して、
家庭学習に取り組もう！」】

２月21日（火）～29日（水）
　秩父宮杯・秩父宮妃杯・ 仁親王杯（仮称）第85回 全日本学生スキー選手権大会　開催！
２月23日（木）～25日（土）
　FIS　RACE　2012全日本ジュニアスキー選手権大会　アルペン競技・種目　スーパー大回転
　兼『世界アルペン開催記念』第19回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会　開催！
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特集 ～子ども・学校・家庭、一緒に目指そう！学力向上！！

　昨年11月に、県内の小学４年生（国語・算数・質問紙）・５年生（国語・算数・理科・
質問紙）、中学１年生（国語・数学・英語・質問紙）・２年生（国語・社会・数学・理科・
英語・質問紙）の児童生徒を対象とした学習定着度状況調査が行われました。
　この調査は、児童生徒一人一人の学習の定着状況を把握し、その結果を基に指導の充
実を図ることと、明らかになった学習指導上の問題点を教育施策に反映させることによ
り、児童生徒の学力向上に資することをねらいとしたものです。
　この結果から見える概要の一部を報告します。

～平成23年度岩手県学習定着度状況調査から見える雫石の子ども（前編）～

　以上のように、県全体の正答率と比較してみると、雫石町の方が下回ってい
る観点（▲）が多く見られます。
　特に、算数・数学は、小学校でも中学校でも下回っています。学習の積み重
ねが大切だと言われている教科ですので、小学校の段階から繰り返し、繰り返
し学習をして確実な定着を図ることがさらに求められます。各小・中学校では、
授業改善を実践しているとともに、「○○タイム」、「個別指導」、「補習授業」
等を行っておりますが、こちらの面もさらに改善が求められます。と同時に、
繰り返しの学習を行う場としての家庭学習の充実が求められます。

【雫石町全体の結果と岩手県全体の観点別正答率の比較】
【小学校】 【中学校】

観　　　　点 小４ 小５ 観　　　点 中１ 中２

国
語

話すこと・聞くこと ▲ ○

国
語

話すこと・聞くこと ▲ ○

書くこと ▲ ▲ 書くこと ▲ ▲

読むこと ▲ ▲ 読むこと ▲ ▲

伝統的な言語文化と国語の特質 ▲ ▲ 伝統的な言語文化と国語の特質 ▲ ○

社
会

社会的な思考・判断
社
会

社会的な思考・判断 ▲

観察・資料活用の技能・表現 資料活用の技能・表現 ○

社会的事象についての知識・理解 社会的事象についての知識・理解 ○

算
数

数学的な考え方 ▲ ▲
数
学

数学的な見方や考え方 ▲ ▲

数量や図形についての技能 ▲ ▲ 数学的な表現・処理 ▲ ▲

数量や図形についての知識・理解 ▲ ▲ 数量、図形などについての知識・理解 ▲ ▲

理
科

科学的な思考・判断 ○
理
科

科学的な思考・判断 ▲

観察・実験の技能・表現 ○ 観察・実験の技能・表現 ▲

自然事象についての知識・理解 ○ 自然事象についての知識・理解 ▲

「○」：岩手県全体の正答率より上回っている。
「▲」：岩手県全体の正答率より下回っている。

英
語

読むこと ▲ ▲

聞くこと ▲ ▲

書くこと ▲ ▲

２月号では、後編として「家庭学習の状況」についてお伝えします。【問い合わせ】学校教育課（692-6577）
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～家読におすすめ〈 1月のテーマ「今年の干支は『辰』」〉～町では『家読』に取り組んでいます
　新年明けましておめでとうございます。今年も、親子・家族で本の世界を楽しみましょう。今年は辰年、龍に
ちなんだ絵本などを探してみました。さあ、静かな夜のひと時、龍のお話を一緒に楽しんでみてください。

　泣き虫のこぞうさん、泣いてばか
りではお坊さんになれないので、『絶
対泣かない！』と和尚さんと約束を
しました。
　ある雨の日、岩のすき間に落っこ
ちた坊やを発見！助け出してお寺に
向かうのですが､ 泣きたくなるこ
とが次々と……。我慢して我慢し
て､ 坊やのお母
さんを探してい
くと、恐ろしい
りゅうが……。

　雫石町小岩井出身の著者が贈る壮
大なファンタジー手作り創作絵本で
す。
　火の玉を丸めて、地球を創りだし
た龍が見守り続ける中、地球を汚し
地球上の様々な生物を滅亡させる
人間達のおご
り。ついに龍
が動き出すの
でした。

こぞうさんとりゅうのたま
（はせがわかこ・文・絵）大日本図書

竜がいる　
（三田村　詔子・文・絵）

岩手県読書推進協議会
[県立図書館内]

エルマーとりゅう
（ルーススタイルス・ガネット・作・絵/
わたなべしげお・訳）福音館書店

幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

　今年度の家読標語コンクールには町内全ての小学校から校内審査を経て、179点の作品が寄せられました。８月５日、
町教育振興運動推進協議会の５人の審査員が選考し、12点の入選作品を選びました。
　12月10日（土）の雫石町教育振興運動実践交流会で表彰された入選作品は、次のとおりです。

　世界中で大人気の「エルマーのぼ
うけん」シリーズ２作目。９歳の男
の子エルマーは、どうぶつ村で捕
まっていたりゅうを助け出し､ 一緒
にみかん島からカナリヤ島へとぼう
けんの旅に出るのでした。さて、ど
んなことが……？シリーズ３作目
には16匹のりゅう
が登場します。こ
ちらも読んでみま
しょう。

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉

祝・表彰‼「岩手県学校歯科保健優良校」
　学校・家庭・地域・学校歯科医との連携により、年間を通じて特色ある歯科保健活動を
行っているとして、平成23年度岩手県学校歯科保健優良校に町内の次の小学校が選ばれまし
た。 1月５日（木）、盛岡市民文化ホールで開催された「第47回岩手県学校健康教育研究大会」
において表彰されました。
　　◎優良校　　七ツ森小学校　上長山小学校　西根小学校　南畑小学校
　　◎努力校　　下長山小学校

家読標語入選作品紹介！

（１）小学校低学年の部
☆　パパよんで　おひざのなかが　あったかい （曽根田　貴音（あてね）　　雫石小１年）
☆　ぼくがよむ　まねしておとうと　ほんをよむ （北田　裕世（ゆうせい）　　御明神小１年）
☆　いもうとに　今日は　ぼくが　読むばんだ （茅橋　歩夢（あゆむ）　　　上長山小２年）
☆　弟と　今夜も一緒に　どれ読もう？ （沼崎　柊（しゅう）　　　　南畑小２年）

（２）小学校中学年の部
☆　本の中　ドキドキ、ワクワク　あふれてる （瀬川　ちせ　　 　　　　　七ツ森小３年）
☆　本を読む　家族みんなで　百ページ （山崎　駿弥（しゅんや）　　下長山小３年）
☆　本読もう　テレビを消して　いっしょにね （柿木　奎又（けいゆう）　　橋場小４年）
☆　時間決め　今日も取り組む　家読書 （田屋舘　純（じゅん）　　　安庭小４年）

（３）小学校高学年の部
☆　急ぎ足　昨日のつづきを　読みたくて （谷地　咲良（さくら）　　　御明神小５年）
☆　読み進む　本の主役は　ぼくになる （村田　涼輔（りょうすけ）　大村小５年）
☆　しおりおく　続きはあした　楽しみだ （鈴木　夕萌（ゆめ）　　　　七ツ森小６年）
☆　本を読み　泣ける笑える　十面相 （上村　胡茉里（こまり）　　西根小６年）
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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

【日　時】①２月22日（水）　②２月26日（日）　　①②いずれも10：00～13：00
【場　所】中央公民館・調理実習室
【テーマ】①低カロリーでメタボさよならクッキング　～アサリのスパゲティー・春野菜のスープほか
　　　　 ②子どもがよろこぶスマイルクッキング　　～ハンバーグ　ひじきと大豆の煮物　ほか
【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・①②いずれも先着15人
【申し込み】２月９日（木）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。

【日　時】①１月23日（月）　②２月６日（月）
　　　　 ①②いずれも18：30～20：00
【場　所】御明神公民館
【内　容】ドッヂビー・シャッフルボード・
　　　　 キンボールほか
【講　師】雫石町スポーツ推進委員
【受講料】無料
【対　象】町内在住、または勤務の方
【持ち物】運動できる服装と靴、タオル、着替え
【申し込み】御明神公民館へお申し込みください（受
付時間：平日８：30～17：15）。当日も受け付けます。

【日　時】２月17日（金）～19日（日）
　　　　 10：00～16：00
【場　所】御所公民館
【講　師】小赤澤直子さん
【受講料】１人1,000円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着15人
【申し込み】２月３日（金）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

御明神公民館軽スポーツ教室 御所公民館　着物リメイク講座

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（692-6577）

 教育委員会定例会リポート（11・12月）
―その１　議案編（12月）12月定例会で審議された議案はありませんでした―

―その２　質疑応答編（11月）―
①教育実践研究会について
委員　今年度の教育実践研究会は、七ッ森小が理科、
上長山小が音楽となっており、いつもとは違う教
科で新鮮に参観することができた。今後はどのよ
うな方針で教科を決めるのか。

教委　昨年度から行われている教育実践研究会は、
以前は学校公開として行ってきたものを改めたも
ので、概ね４年間で全ての教科について町内いず
れかの学校で行われるようにしております。参考
までに、国語と算数は毎年、その他の教科も３年
に１回程度、研究会を行う予定です。

②家庭学習について
　　　学校で与えられた宿題や授業中の疑問点につ
いて、帰宅後に親と一緒になって解決する機会が
持てれば最も有意義だろうが、その時間を持てな
い家庭もある。対策は考えているか。
教委　学力向上のために重要なのは、やはり家庭学
習のやり方であると考えております。各学校の先
生方との話し合いの場を設けたり、他の自治体で
効果のあった事例を調査したりして、家庭学習力
の向上をめざします。

＊このほかにも、11月定例会では「学習定着度調査について」、「不登校対策について」、「家庭での過ごし方
について」、「校舎内の安全点検の強化について」、「災害時における各学校及び地域の連絡体制の確認につ
いて」などが話し合われました。

委委員委員　　委員 　　委員

教委　教委 教委　教委
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● 1月～ 2月の主な行事予定 ●
【１月】
　 5日㈭～14日㈯
 雫石中学校国際交流海外派遣事業
　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
　22日㈰ 雫石町裸参り
　24日㈫ 教育委員会議
　28日㈯ 雫石高校雪上運動会・第50回町民スキー

大会（クロスカントリー競技）
　28日㈯～29日㈰
 第26回町長杯中学校バレーボール大会

　29日㈰ 第 7 回雫石クロスカントリースキー大会
 ピノキオカップ
　29日㈰  2012岩手県マスターズスキー雫石大会
 （クロスカントリー競技）
【２月】
　 4日㈯ 第50回町民スキー大会（アルペン競技）
　 5日㈰ 第25回雫石町民音楽祭
　12日㈰ 第 9 回雫石町民劇場
　24日㈮ 教育委員会議

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！

◯雫石町サッカー協会長杯雫石フットサル大会
　中学生の部／４日㈯～５日㈰
　小学生の部／18日㈯～19日㈰
　一般の部／26日㈰

①第37回雫石町内継走大会　～11月５日（土）

〈部門〉 【優　勝】 【準優勝】 【第３位】
一般男子 盛岡工業高校Ａ 盛岡工業高校Ｃ 盛岡工業高校Ｂ
一般女子 盛岡走友会・魅惑 京都おまん team KYM２
一般混成 紫波郡陸上競技協会プラス 盛岡大学 牛乳飲もうよ！もう１本
中学校男子 滝沢中学校Ａ 滝沢第二中学校 滝沢中学校Ｂ
中学生女子 岩手大学教育学部付属中学校 雫石中学校スキー部 雫石中学校陸上部女子Ｂ

『町内』一般男子 雫石高等学校スキー部 御明神体育会 御所地区体育会
『町内』一般女子 京都おまん
『町内』一般混成 牛乳飲もうよ！もう１本 雫石体育会 リハセン「お～」チーム

②御所クロスカントリー駅伝　～ 11月６日（日）
≪小学校男子の部≫
【優　勝】大村スポーツ少年団
【準優勝】安庭Ｇ　　　　　　
【第３位】南畑スポ少
≪小学校女子の部≫
【優　勝】大村スポーツ少年団
【準優勝】御明神小学校４年　
【第３位】南畑スポ少
≪小学校混合の部≫
【優　勝】大村スポーツ少年団
≪一般男子の部≫
【優　勝】雫石高校スキー部

③第15回西山地区ソフトバレーボール大会　～ 11月６日（日）
【優　勝】昭和時代　　【準優勝】小松チーム　
【第３位】葛根田役員連合
④御所地区卓球・綱引き大会　～ 11月13日（日）
《卓球の部》
【優　勝】鴬宿行政区　【準優勝】大村行政区
【第３位】矢櫃・町場・九十九沢混合チーム
《綱引きの部》
【優　勝】大村行政区　【準優勝】赤滝行政区
【第３位】矢櫃・町場・九十九沢混合チーム
⑤雫石町民ゲートボール大会　～ 11月27日（日）
【優　勝】舛沢行政区　【準優勝】上町一・二行政区
【第３位】七ッ森・丸谷地行政区
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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

【日　時】1月19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…『はねはねはねちゃん』 ほか
・かみしばい…『もりのおふろ』
・パネルシアター…『こぐまちゃんのボール』
・こうさく…『ぱくぱくにんぎょうをつくろう』 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】1月28日(土)10：00
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『りゅうのめのなみだ』… …はまだ　ひろすけ・文
・『ひとりぼっちのかみさま』…………竹崎　有斐・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！（11/21～12/20受け入れ分　計119冊）

・暗闇のファントム…………………イアン・ベック
・希望の筆～ダウン症の書家・金澤翔子物語～
　　　　　　　 ……………………………丘　修三
・ローズの希望の魔法……………………岡田　晴恵
・ぎょうじのえほん………………………西本　鶏介
・魔狼、月に吠える………………………香月　日輪
・シャーロック・ホームズ＆イレギュラーズ ３
　　　　　　　 …………………… Ｔ.マック ほか
・アンパンマンとシドロアンドモドロ
　　　　　　　 ……………………やなせ　たかし
・メイはなんにもこわくない……きむら　ゆういち
・おやすみなさいＡＢＣ…………… Ｍ.Ｗ.ブラウン
・ブリキの王女（上・下） …フィリップ・プルマン
・こども東北学……………………………山内　明美
・ワンス・アホな・タイム……………安東　みきえ
・とっぴんしゃん（上・下） ……………山本　一力
・怪物はささやく…………………パトリック・ネス
・リルラの手袋……………………………儀府　成一

● ヤング・児童書 ●

〈１～２月の休館日ご案内〉
【１月】16､ 23､ 30日
【２月】6、11、13、20、27日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・日本でいちばん大切にしたい会社 ３ 坂本　光司
・日本語力の基本…………………………野口　恵子
・女の悩みはいつもマトリョーシカ………室井　滋
・チーズは探すな！……ディーパック・マルホトラ
・采　配……………………………………落合　博満
・清盛の平家経営術………………………童門　冬二
・不器用なもんで。………………………金子　達仁
・徒然草ＲＥＭＩＸ………………………酒井　順子
・愚の骨頂……………………… 中村　うさぎ ほか
・はげまして はげまされて ……………竹浪　正造
・がんばる人ほど老化する…………………竹内　薫
・長春発ビエンチャン行…………………城戸　久枝
・これでおしまい…………………………佐藤　愛子
・老年の流儀………………………………三浦　朱門
・嫌いなことでも好きになれる。………魁皇　博之

・極北ラプソディ……………………………海堂　尊
・キングを探せ…………………………法月　綸太郎
・スウィート・ヒアアフター……よしもと　ばなな
・限界集落株式会社………………………黒野　伸一
・防波堤………………………………………今野　敏
・ジェントルマン…………………………山田　詠美
・対　馬…………………………フランク・ティース
・ヒア・カムズ・ザ・サン…………………有川　浩
・放蕩記……………………………………村山　由佳
・赤絵そうめん……………………………山本　兼一
・てのひらの父……………………………大沼　紀子
・外事警察 ～ CODEジャスミン～ ………麻生　幾
・夢　違………………………………………恩田　陸
・花咲小路四丁目の聖人…………………小路　幸也
・ホテル・ピーベリー……………………近藤　史恵

※２月の“たんぽぽおはなし会は・・・”
　毎月第３木曜日開催の“たんぽぽおはなし
会”。２月は９日（第２木曜日）の開催です。
　工作『つるしびなをつくろう』など、楽し
いプログラムを準備中です。

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」
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平成23年度大村スポーツ少年団安全祈願祭で深谷町長が講演！
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№80 雫石高等学校　編～

次回は橋場小学校からの情報をお送りする予定です。

個性を生かす 岩手県立雫石高等学校　教諭　小野寺　真由美

　岩手県立雫石高等学校では、小規模学校の特性を活か
し、ひとりひとりに応じたきめ細かな指導を実践してい
ます。その成果として、今年度、次のような賞を受賞し
ています。山口晴さん（２年生）が、「保健委員会の活
動を通して私が学んだこと」という小論文を応募し、国
際ソロプチミスト盛岡より「ヴァイオレット・リチャー
ドソン賞」受賞。松尾恵美さん（１年生）が、「岩手県
読書体験記コンクール」に「犬と永遠の約束」という題
で読書体験記を応募し入賞。岩手県高等学校総合文化祭
美術工芸展で、中家汐理さん（１年生）が「特賞」を受
賞し、田中日奈子さん（１年生）が入選しました。

　また、特色ある教育のひとつである、郷土芸能委員会
「上駒木野参差踊」は、岩手県高等学校総合文化祭郷土
芸能部門において「優秀賞第１席」を受賞しました。来
年度８月に、富山県で行なわれる全国高等学校総合文化
祭郷土芸能部門に岩手県代表として出場します。

　12月２日（金）、伝統文化保存伝承交流
センターにて、平成23年度大村スポーツ
少年団安全祈願祭が開催されました。
　祈願祭では、学生時代は国体優勝など、
クロスカントリーの名選手として活躍し
た、深谷町長を講師に迎え、団員やコー
チのほか、父兄や地域の方々を対象とし
た、講演会を行いました。
　深谷町長は、何かを続けることや嫌い
なことに打ち克つことの大切さ、多くの
種目に取り組むことの必要性など、丁寧
にアドバイスを送っていました。

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1

特賞「夏に想う」

「ヴァイオレット・リチャードソン賞」受賞

北東北インターハイ総合開会式出演

　１月28日（土）には、生徒会行事「雪上運動会」があります。生徒・保護者・教職員が一緒になって行う、
地域・学校の特性を活かした行事です。餅つきや豚汁の振る舞いもあります。どうぞ、ご来校ください。
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中央公民館 1階ロビー ふれあい広場展示のご案内

どうぞご来場ください！

1 月17日（火）～25日（水）
手作りクラブ冬休み編製作風景写真展
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広報「教育しずくいし」 2月号は　 2月 9日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　教育委員会発行「心のふるさとシリーズ」民話Ⅱに私の先祖の話
があり、びっくり‼どんな話かと読んでみると、きつねに騙されて
いました…。民話以外に石碑、地名など全11編あり、お住まいの地
名由来など面白い話があるので、一度お手に取ってみては （Ｎ）

　ここ数年、なぜか年末に病院通いが続きましたが、久しぶりに平
穏な年末年始となりました。さて、１月22日は恒例の裸参り。当日
は卒業生（？）として祈願者を側から支えたいと思います。皆さん
もぜひ、祈願者に温かい声援をお願いします！（Yasu）

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！

　今年の町民劇場は、父親を殺された百姓・丑太の物語。丑太は父の
無念を晴らそうとするが果たして…。
　現在公演に向けて猛稽古中！皆様ぜひおこしください。
【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】雫石町中央公民館・野菊ホール
【入場料】全席指定
 Ｓ席　1,200円（当日1,500円）
 Ａ席　1,000円（当日1,200円）／Ｂ席　500円（当日800円）
【前売券】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、プラザおでってで絶賛発売中！

【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

第１部　～唄と踊りの披露～
第２部　～平成23年度各種大会最優秀賞等受賞者披露
第３部　～第20回記念特別企画
　高八卦ちえこ＆福田こうへい　～二人のビックショー～

【日　時】３月４日（日） 12：00開演（11：00開場）
【場　所】野菊ホール
【入場料】全席指定
　 S席2,000円　Ａ席1,500円　Ｂ席1,000円
【前売券】中央公民館及び各地区公民館で、1月23日（月）
から販売開始！当日券は前売り券が売れ残った場合の
み各500円増しで発行します。良い席はお早めに！

【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

平成24年雫石町裸参り
　かつて雫石にも酒屋があった時代に、蔵廻りの若者
たちが健康を祈願して歩いたのが始まりで、昔は「あ
みだ参り」と呼ばれていました。幾度の中断を経て昭
和55年に再興した裸参り、今年も若者たちが腰みの、
横綱、お守りなどの装束を身につけ、厳寒の雫石を練
り歩きます。
　午後１時、三社座神社前出発予定！永昌寺（下寺）
までの1.2 kmをおよそ２時間かけて歩きます。
【開催日】１月22日（日）
【時　間】午後１時　三社座神社出発
　　　　 午後３時ころ　永昌寺（下寺）到着まで
【問い合わせ】社会教育課（内線282）

野菊ホールが熱い季節！２月・３月は文化事業にぜひお越しください

真冬の雫石の風物詩！

①第９回雫石町民劇場
　　　　　～雫石百姓の仇討ち～　「丑太帰る」

②毎年恒例　民謡・民舞の祭典！
第20回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり

③第25回雫石町民音楽祭は折込チラシをご覧ください！

トピックス2

トピックス3
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