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学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

平成25年度家読標語コンクール　入選作品　…学校名・学年は25年度当時のものです

急ぎ足　早く読みたい　あの本を （沼田　あみ　雫石小 5年）

世代から世代へ…引き継がれている雫石の民俗芸能
第57回雫石町無形文化財芸能祭　～中央公民館野菊ホール・11月23日（日）特集

　民俗芸能の保存・伝承を目的として昭和33年に初めて開催した芸能祭は、今年で57回目を迎えました。
　婚礼や新築祝いなど、家の慶事に披露されてきた「謡・御祝」、「お鋳銭坂」、「雫石よしゃれ」から始まり、町指定
無形民俗文化財を含む延べ28演目が上演されました。そのうち、約半数である13演目に雫石の幼児・児童・生徒が出
演し、民俗芸能をしっかりと伝承している姿を約700人の来場者のみなさんに披露しました。

大村小学校・山祗神楽保存会

上町さんさ太鼓伝承会

上長山無形文化財振興会

雫石高校郷土芸能委員会

天瀬さんさ子供会

雫石郷土芸能伝承活動細川会

安庭民踊省一会

＊ 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（692-6413）までお問い合わせください。

【日　時】平成27年１月11日（日）
 受　付：10：00～10：50／式　典：11：00～
【場　所】雫石町中央公民館　野菊ホール

【対　象】平成６年４月２日～平成７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21年度の
雫石中学校卒業生

平成２７年雫石町成人式 挙行！
お知らせ

祝 新成人祝 新成人
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【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）
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七ツ森小学校創立30周年記念式典　－11月1日（土）

上長山小学校創立140周年記念式典　―11月8日（土）

　記念式典には、たくさんの来賓の皆様とともに、特別招待
者として前身の小岩井小学校時代から37年間みかんを送って
くださる静岡県の山崎正さん（82）もお迎えしました。毎年５
年生を中心に行っている稲作体験で、「種まき」から「販売」
まで行い、その売上をもとに山崎さんをご招待したのです。
収穫の喜びだけでなく、長年の感謝の気持ちを直接お伝えす
るという二重の喜びを味わうことができました。
　全校発表では、「七ツ森」をこよなく愛した宮澤賢治作品
の群読と合唱を、そして、本校伝統の金管バンドの演奏では、
５・６年生と卒業生も加えた合同演奏で、開校時に寄贈され
た金管楽器と先輩たちの思いを引き継いで、「輝く未来」に
向けた決意を表すことができました。
　また、記念事業として「雫石と宮澤賢治を語る会」の皆様
のご協力で、「おきなぐさを植える会」等も行い、「小岩井」
「七ツ森」についてあらためて学ぶことができました。

　当日は、風は冷たかったものの快晴の天気に恵まれました。
式典では、「私達が学習や行事等に楽しく取り組めているの
は、地域の方々や先生の支えのおかげであり、感謝の気持ち
を忘れずこれからも歩んでいきたい。」と児童代表のことば
にもあったように、今まで学校に関わってきた皆様に感謝し、
これからも児童、先生、PTA、地域が協力して進んでいく
ことが確認されました。
　式典終了後には、小・中学校音楽会でも発表された「マン
ボNo.５」と「にんじゃりばんばん」が全校児童により披露
されました。１年生の踊りながらの楽器、２年生以上のピア
ニカ、ソプラノリコーダー、鼓笛等、上長山小学校の伝統の
一つである「鼓笛演奏」の一体感は素晴らしかったです。
　祝賀会では、「上長山無形文化財振興会」の皆様に地区に
伝わる伝統芸能を披露していただくなど、上長山小学校の歴
史と伝統、地域の一体感等を改めて実感する一日となりまし
た。

特集 ～町内小学校創立記念特集（後編）～

児童代表のことば

全校児童による鼓笛演奏

種まき（４月）

おきなぐさを植える会（５月）山崎さんへのお礼
（11月１日）

産業まつりでの
もち米販売（10月）
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歴史上の人物について学んだ社会

　今回の学級編成の特徴は、雫石小学校の２つの学級を
Ａ、Ｂの２グループに分けたことです。それによって、
中学校での学級編成に近い形になると同時に、第１回と
合せてより多くの他校児童との交流ができました。
　開会行事では会場校の校長先生から「自分から積極的
に交流し、それぞれの学校や友達のよさを学びましょ
う。」と交流会に臨む心構えを話していただきました。
　授業では、社会、国語、音楽、外国語活動、体育を行
いました。どの学級でも班やグループで話し合ったり、
協力して課題解決したりする活動を取り入れ、他校の友
達と交流する中で、楽しみながら自分の考えを深めたり、
自信を持ったりできるような授業の工夫がみられました。

　今年度第２回の小・小連携交流会を、Ａグループ（雫石２組、御明神、大村、南畑、安庭）は11月25日（火）に御明神
小で、Ｂグループ（雫石１組、七ツ森、上長山、下長山、西根）は11月26日（水）に七ツ森小で開催しました。

　授業後には、子どもたちが「１回目より友達がで
き、中学校生活が楽しみになった。もっと友達を増
やしたい。」などの感想を発表し、中学校生活への
自信と期待を持つことができました。
　閉会式では、参加した小学校の校長先生からは「今
日学んだことをこれからの学校生活に生かすように
しましょう。」と、中学校の先生からは「小学校で
学んだことは中学校で全部生かされます。小学校で
やるべきことはきちんとやってきて下さい。」と、
エールを送っていただきました。どの子供も真剣な
表情で耳を傾け、中学校生活に向けた決意を改めて
噛みしめていました。４月までの成長がとても楽し
みです。

～中学校が楽しみ！第２回小・小連携交流会ミニ特集

①歴史講座「歴史を刻んだ石たちをめぐる」バスツアー
について
委員 めっちゃ面白いバスツアーと題された歴史講座に
参加した。ＮＨＫのニュースでも取り上げられ、大変
楽しい企画だった。
教委 この歴史講座は、毎年テーマを変えながら同じ講
師の方にお願いしているものです。今回は「石」をテー
マにしていただいたところ、参加希望者多数のため2
回に分けて行いました。講師の方に資料も準備しても
らいましたが、その資料も内容の充実した立派なもの
で、参加者からも好評をいただきました。

 教育委員会定例会リポート（10・11月）
― その１　議案編（11月） ―

１．委員長職務代理者の指定について（佐々木　浩子委員が委員長職務代理者に再任されております。）
― その２　質疑応答編（10月） ―

②町立図書館と学校図書室について
委員 限られた予算の中で町立図書館並びに各小・中学
校の図書室を充実させていくことが必要と感じるが、
取り組もうとしている内容はあるか。
教委 担当職員が参加した研修会の資料で、学力アップ
と図書館の関係というデータの中に「美術館や博物館
よりも図書館に行った子どもの方がテストの平均点が
高かった」という結果もあったようです。目標として
は、子どもから大人までが入りやすく、親しみやすい
町立図書館（学校図書室）を目指していきたいと考え
ております。

＊ このほかにも、小学校統合に係る地区懇談会、スクールバス運転手の健康管理、学校休校時の放課後児童クラブの
開所、上和野馬頭観音の文化庁現地調査などについて話し合われました。

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（692‒6412）

バランス感覚を試した体育
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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

新着図書をご紹介！（10/21～11/20受け入れ分　計99冊）

〈12～１月の休館日ご案内〉
今年度から祝日を開館しております（ただし、年末年始を除く）。
【12月】15日（月）、22日（月）、29日（月）～31日（水）

【１月】1日（木）～3日（土）、5日（月）、13日（火）、19日（月）、26日（月）

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！
『雫石町大火復興五十周年記録
　　 焦土から半世紀拾い集めた地域の絆』

（雫石町大火復興記録誌編集委員会）

　昭和26年５月13日（日）午後、
にわかに駅前の一角から火の手
があがりました。住家120戸を
焼き、162世帯、639人もの人た
ちが被災した「雫石大火」のは
じまりです。
　大火による苦難・教訓を後世
に生かすべく記された、この記
録集をぜひご覧ください。

読み聞かせ・学校図書支援ボランティアを募集しています。詳しくは町立図書館にお問い合わせください。

【日　時】12月20日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・「子うさぎましろのお話」 ……………佐々木たづ・作
・「いちばんちいさいトナカイ」

　　　……マイケル・フォアマン・作
　　　　　　　　　ほか

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】12月18日（木） 10：30から
【会　場】中央公民館・視聴覚室
【プログラム】
・えほん…「ブルくんとかなちゃん」
・かみしばい…「なに　ひっぱってるの？」
・パネルシアター…「あわてんぼうのサンタクロース」
・こうさく…「こまをまわしてあそびましょう」

〈つどいの広場「たんぽぽおはなし会」〉
健康センターで１月23日（金）10：30～11：00開催です！
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

● 小説 ●
・吉田松陰　大和燦々 ·························· 秋山　香乃
・神坐す山の物語································· 浅田　次郎
・冬を待つ城 ····································安部　龍太郎
・キャロリング ········································有川　浩
・ワンダフルストーリー ···················伊坂　幸犬郎
・桃のひこばえ ···································· 梶　よう子
・走れ、健次郎 ···································· 菊池　幸見
・自覚　隠蔽捜査5.5 ·······························今野　敏
・瞳の犬 ·············································· 新堂　冬樹
・警察（サツ）回りの夏 ······················ 堂場　瞬一
・黄泉坂の娘たち································· 仁木　英之
・イノセント・デイズ ·························· 早見　和真
・純喫茶「一服堂」の四季 ··················· 東川　篤哉
・ユダの柩 ··········································· 福田　和代

● 一般書 ●
・藤原清衡　平泉に浄土を創った男の世界戦略
　　　　　　　　 ····························入間田　宣夫
・ひと目でわかる「慰安婦問題」の真実 ··· 水間　政憲
・まんが日本昔ばなし今むかし ·········川内　彩友美
・スクールセクハラ ····························· 池谷　孝司
・賢く生きるより辛抱強いバカになれ ·· 稲盛　和夫
・地震と火山 ······································· 鎌田　浩毅
・認知症ケアと予防に役立つ料理療法 ·· 湯川　夏子
・服地の基本がわかるテキストスタイル事典
　　　　　　　　 ······························· 閏間　正雄
・おんなの子とおとこの子の晴れの日と発表会の服
　　　　　　　　 ·························日本ヴォーグ社
・リフォーム＆インテリアアイデアＢＯＯＫ
　　　　　　　　 ······························· 坂田　夏水

● ヤング・児童書 ●
・だいじな本のみつけ方 ··························大崎　梢
・珍獣図鑑 ··········································· 成島　悦雄
・日本語 ·············································· 村中　李衣
・ハーブいっぱいのクリスマス ··あんびる　やすこ
・アヤカシさん ···································· 富安　陽子
・ほしいもマン ·························· あきやま　ただし
・どんぐりにんじゃ ··························浅沼　とおる
・どきどきキッチンサーカス ·············石津　ちひろ
・いのちは ········································内田　麟太郎
・たんじょうびのきのみ ················おうぎ　かなめ
・せんひく　よろこび ······························片山　健
・ゆきのひのどうぶつえん ················並木　美砂子

シリーズ
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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/
☆岩手県営屋内温水プール（ホットスイム）：http：//yokobs.net/sitei_kanri/hot_swim/index.html/

【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

御所公民館　リメイク教室
〝型紙もテキストも使わない〟リメイク教室。眠っ
ている布たちに新たな出番を与えませんか !!
【日　時】１月27日（火）、29日（木）、31日（土）
《全３回で完結の教室です》　10：00～16：00
【場　所】御所公民館・大会議室
【講　師】スーパーリメイカー　小赤澤直子さん
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着20人
【受講料】１人500円
【持ち物】ソーイングセット（針箱）、使わなくなっ
た布、（お持ちの方は）ミシン
【申し込み】１月20日（火）までに御所公民館へお申
し込みください。（受付：平日9：00～17：00）
【託　児】無料託児室を準備します。ご希望の方は
事前に申し込みください。

雫石公民館　パソコン教室～エクセル初級編
簡単な家計簿・収支決算書を作ってみませんか？

【日　時】 １月19日（月）～２月20日（金）の毎週月・
金曜日（全10回）　19：00～21：00

【場　所】雫石公民館・講座室
【受講料】1,000円（テキスト代別途）
【講　師】髙嶋一秀さん
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【申し込み】１月９日（金）までに雫石公民館へお申
し込みください（受付：平日9：00～17：00）。

御所公民館～編み物教室～
【日　時】１月10日（土）～２月５日（木）の毎週月・
木・土曜日（ただし、１月24日（土）、31日（土）を
除く）全10回　10：00～16：00
【場　所】御所公民館・和室
【講　師】杉澤　陽子さん
【受講料】1,000円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着20人
【申し込み】１月７日（水）までに御所公民館へお申
し込みください。（受付：平日9：00～17：00）。
【持ち物】編物用具（編針、毛糸等）

西山公民館パソコン教室～冬季実践編～
Word と Excel を中心に、生活に役立つパソコン
活用方法を実践から学びます。
【日　時】１月14日～２月18日の毎週水曜日
（２月11日を除く）全５回　14：00～16：00
【場　所】西山公民館・パソコン体験実習室
【講　師】NPOしずくいし・いきいきくらしネット
ワーク
【受講料】1,000円（初回受講時に申し受けます）
【対象・定員】町内在住または勤務の方で、パソコ
ンで日本語入力とマウス操作ができる方（当館パソ
コン教室初級編終了程度を推奨）・先着10人
【その他】都合により、日程を調整することがあり
ます。また、参加者数が極少数の場合は開催を見
送ることがあります。

【申し込み】１月８日（木）までに西山公民館へお申
し込みください（受付：平日9：00～17：00）。

雫石公民館　スマホ講座
「持っていない方・これから検討される方のための」
スマートフォン教室を開講します。初めてのイン
ターネット体験からアプリの操作体験まで丁寧にサ
ポートいたします。防災に役立つ情報もあります。
【日　時】２月23日（月）13：30～15：30
【場　所】雫石公民館・講座室
【受講料】無料
【講　師】KDDI 携帯電話アドバイザー
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着16人
【申し込み】２月13日（金）までに雫石公民館へお申
し込みください（受付：平日9：00～17：00）。

【その他】当日は教材としてスマートフォンを１人
１台貸出しいたします。

2015雫石インドアキッズベースボール
【期　日】1st ステージ　 １月18日（日）　　
　ファイナルステージ ２月11日（水・祝）
（ファイナルステージは、1st ステージ上位６チー
ムにより行います。）
【場　所】町営体育館
【参加資格】町内の小学校に在校又は町内スポーツ
少年団に所属し、スポーツ安全保険などの各種傷
害保険に加入している児童（未加入の場合は、各
自で加入。）
【チーム構成・募集定数】代表者（20歳以上）１人と
選手６人の計７人（男女混合も可）・先着12チーム
【参加費】１チーム　3,000円（優勝チーム・準優勝
チームに副賞、参加者全員に参加賞があります。）
【申し込み】12月20日（土）から、所定の申込書によ
り町営体育館窓口又は電話（692-5030・担当　新
里）で申し込みください（～１月12日（月）まで）。
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①雫石地区行政区対抗卓球大会　―11月９日（日）
【優　勝】下町四行政区【準優勝】中町一行政区
【第３位】林行政区【第４位】七ツ森丸谷地行政区
②西山地区ソフトバレーボール大会　―11月９日（日）
【優　勝】野中チーム【準優勝】小松Ａチーム
【第３位】ボンズ大人チーム

③御所地区行政区対抗卓球大会　―11月９日（日）
【優　勝】天戸行政区【準優勝】片子沢行政区
【第３位】矢櫃・九十九沢・町場連合チーム
④御所地区行政区対抗綱引き大会　―11月９日（日）
【優　勝】大村行政区【準優勝】片子沢行政区
【第３位】矢櫃・九十九沢・町場連合チーム

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室［７期・８期］
【日　時】［７期］１月６日～３月10日

（毎週火曜・全10回）10：00～11：30
　　　　 ［８期］１月８日～３月12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
プログラムの作成・実践

【講　師】（一財）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】2,700円（体育館使用料・保険料含む）
【申し込み】12月18日（木）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（～12月26日（金）まで）。

スキーレッスン参加者　募集中 !!

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６日～３月10日

（毎週火曜・全10回）16：30～18：00
　　　　 ［７期］１月８日～３月12日

（毎週木曜・全10回）16：30～18：00
【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・バスケットボールなど）
【講　師】（一財）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】1,700円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】12月18日（木）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（～12月26日（金）まで）。

◎雫石ジュニアレーシングチーム（小学生向け）
【活動日】12月～３月までの土日、祝日
　　　　 8：30～15：00
【活動内容】 ポール練習のほか、各種大会参戦予定
【年会費】15,000円（保険料込）※大会参加費別途

◎チャイルドスキーメイト（小学生向け）
【活動日】12月～２月までの日曜日
　　　　 9：00～12：00（全10回予定）
【年会費】12,000円（保険料込）

　募集要項など、詳しくは雫石町スキー連盟のホーム
ページを（http ://shizuski.hp-ez.com/page9）
をご覧ください。
【問い合わせ】NPO雫石町スキー連盟（692‒4197）

◎サンデーワンポイントレッスン（一般中級者向け）
【活動日】12月～２月までの日曜日
　　　　 13：15～15：15（全10回予定）
【年会費】8,000円（リフト券別途・保険加入は各自）

⑤ 雫石町内継走大会　―11月16日（日）
部門 優　勝 準優勝 第３位

一般男子 サンビレRC 盛岡工業高校Ａ Team盛岡Ｇ
一般女子 盛走会あねっ子 キングオブサプライズ2014女子会 ファンキーモンキーママーズ
中学校男子 長距離最強軍団 ボーmans モツ煮こみ
中学生女子 AYK バカボンとゆかいな仲間たち 滝沢第二中学校
小学生 TEAMジェンティルドンナ 雫小混合 雫石ダイナミックス‒Ａ
町内・一般男子 御明神体育会 御所体育会 盛岡西消防署雫石分署
町内・一般女子 ファンキーモンキーママーズ 滴石わかいもん！ 雫中サッカー部のお母さん

参加者募集！　町民スキー大会

【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（町営体育館にあります）
に必要事項を記入の上、１月19日（月）17：00までに
（一財）雫石町体育協会（692-5030・担当　横森）
へお申し込みください。

＜クロスカントリー競技＞
　【期日】１月24日（土）【場所】ケッパレランド
＜アルペン競技＞
　【期日】１月31日（土）【場所】雫石スキー場

各種スポーツ大会結果（敬称略）報告
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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！

本の楽しさを伝えあおう！第８回親子読書のつどい　―11月８日（土）報告
　町内から65人の子どもたちと保護者・地域の方々、スタッフなど合わせて約140人が、本の読
み聞かせ、昔語り、クイズ大会などを通じて、本の世界を楽しみました。今回のスペシャルプロ
グラムは、プロのストーリーテラー・古屋和子さんに「カナダのお話し イヌイットのおはなし」
を語っていただきました。ユーモアあふれるおはなしに子どもも大人も引き込まれていました。
町内中高生の皆さんもスタッフとして参加し、日頃の練習の成果を発揮しました。

【教育振興運動に関する問い合わせ】 社会教育課（692‒6413）

大盛況の受付下長山小３年丸山さんの
おすすめの１冊は…

特訓をして臨んだ雫石中・高の
皆さんの読み聞かせも大好評！

ジュニアリーダーによる読書クイズ おはなしの世界に引き込まれて…

ドラゴンをお姫様がやっつけ
て、王子様を助けるお話しに
みんな夢中・・・！

「むかしむかしあったずもな…」
昔語り

スタッフ紹介

県新人戦、柔道個人で
谷地さん・須藤さんが見事優勝！

全日本シニアバドミントン選手権大会で
横手さん（上町三）優勝！報告 報告

岩手県中学校新人大会（後期・入賞者分）
　　　　　　　　―11月14日（金）～16日（日）

【バレーボール男子団体】　３位
【バレーボール女子団体】　ベスト８
【柔道男子個人】
　90Kg超級　優勝
　　　須藤　駿さん
【柔道女子個人】
　52Kg級　ベスト８
　　　石山　安奈さん
　70Kg超級　優勝
　　　谷地　望さん

　11月21日（金）から24日
（月）まで愛知県で開催さ
れた「第31回全日本シニア
バドミントン選手権大会」
で、横手智江美さん（上町
三行政区）が優勝しました。
　横手さんが出場した女子
シングルス45歳以上49歳以
下の部には、全国から51人
が出場。激戦を勝ち抜き、
見事、表彰台の頂点を極め
ました。
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広報「教育しずくいし」１月号は　１月８日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　親子読書のつどい＆雫石なんだり鑑賞教室で、プロのストーリー
テラー古屋さんの語りを聞きました。子ども対象の語りでは、大人
も楽しめる楽しいおはなしを、大人対象の語りでは雰囲気がガラリ
と変わり、その発声や迫力に圧倒されました。改めて、いい芸術
や芸能を鑑賞する機会を増やしていきたいと感じた秋でした。（Ｎ）

　先月の無形文化財芸能祭、来場者は昨年より若干少なめ（連休
中日という日程の影響？）でしたが、来場者の満足度はかなり高かっ
た気がします。アンケートにも、「100年後、200年後も続けてほしい」
など、多くの激励の言葉が見られました。ご来場ありがとうござい
ました！（Yasu）

次回は御明神小学校からの情報をお送りする予定です。

～『地域の中で育つ子供達』～ 御明神保育所　所長　谷藤　冨子

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№115　御明神保育所　編～

　御明神保育所には、54人（３歳未満児22人、３歳児
以上32人）の子供達が在籍し、駐車場からの行き帰り
にさくら農園（保育所内の小さな畑）の野菜や秋は色
あざやかに咲き誇るコスモスをながめ、その日の体験
を話題に親子で触れ合いながら通っています。
　園舎前の御明神グラウンドでは、サッカーや鬼ごっ
こを楽しみ、桜の木の下で四季折々自然の遊びを満喫
し、心身ともにのびのびと成長しています。

　運動能力の向上のために、地域の方々に声をかけてい
ただきながら、散歩や雫石川（竜川）の河川公園までの
徒歩遠足、体操やリズム遊び、表現活動を、行事や日々
の保育の中で積極的に取り組んでいます。
　情操豊かな成長を育くむため、絵本の読み聞かせや地
域の老人クラブとの七夕会、お遊戯会、小正月行事、雛
菓子作りなどの交流を通し、暖かい心の触れ合いと優し
さや思いやりのこころを学び、地域の中で子供達は元気
いっぱい保育所生活を楽しめるよう努めています。

● 12～１月中旬の主な行事予定 ●

各施設年末年始の休館予定
≪町営体育館・屋内ゲートボール場≫

　　　　　　12月29日（月）～１月３日（土）
≪ケッパレランド≫

　　　　　　12月31日（水）～１月２日（金）
≪歴史民俗資料館≫

　　　　　　12月28日（日）～１月４日（日）
≪勤労青少年ホーム≫

　　　　　　12月29日（月）～１月３日（土）

【12月】
18日㈭ 大村小学校終業式
20日㈯ ケッパレランド冬期営業開始
【使用料】 町民無料/町外一般200円･ 小中高生100円
【営業時間】 9:00～
【休場日】1月17日以降毎週水曜日
【レンタル】 クロスカントリー用スキー 一式1,000円
【その他】 雪不足の場合はご利用できない時があります。
22日㈪ 小学校（七ツ森・上長山・御明神・橋場）・

雫石中終業式
24日㈬ 小学校終業式（下長山・南畑）
25日㈭ 小学校終業式（雫石・西根・安庭）
 教育委員会議

【１月】
４日㈰ 中学校国際交流海外派遣事業（14日まで）
10日㈯ 県ミニバス交歓大会（11日まで）
11日㈰ 雫石町成人式

ＮＨＫ連続テレビ小説「マッサン」に当町関係者が参加！
①１月８日（木）放映回のどこかで、安庭民踊省一会による町指定無形民俗文化財「雫石のどどさい節」が登場する予定です。
お見逃しなく！
②スコットランドの民族楽器バグパイプの印象的な音色で始まる主題歌「麦の唄」。実はこのバグパイプ演奏、８月開催の
「ふれあいコンサート in 雫石」に出演した東京芸術大学講師の十亀正司（とがめ　まさし）先生が演奏しています。主題歌
にもじっくり耳を傾けてみてください。

お知らせ
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