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24年ぶりに「亀の子つき唄」復活
途絶えていた芸能…　世代を超えて今甦る！

― 第58回雫石町無形文化財芸能祭 ―

クイズとアンケートに答えると、雫石のおいしいものが当たる !?

協賛懸賞クイズ・資料館「今月の一品」（４ページ）
〈今月のプレゼント〉 
　体に優しいパンを片手にゆっくりとくつろげるカフェ
　「まちうらBoulangerie et Café Neige」さんおすすめ「ランチセット」

正解者の中から抽選で２名様に進呈します！

情報が満載！

雫石の
雫石町教育委員会広報紙

2015.12 No.129

教育しずくいし
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　　　　　　　　雫石よしゃれチームが見事全国優勝！
―第12回ジョイフル・スローピッチ・ソフトボール全国大会

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）が
３連覇を達成！

第58回雫石町無形文化財芸能祭
　～受け継がれていく歴史と民俗芸能～

雫石町の芸術を楽しもう ！ 第51回雫石町総合芸術祭

雫石中学校に感謝状が授与されました 「税についての作文」表彰

　　　　　　　〔10月31～11月1日〕

〔11月20～23日〕

〔11月23日〕

〔11月１～３日〕

〔11月24日〕

その他、こんなことがありました…
〔15日〕 雫石町内一周継走大会開催！町内外から多数のチームが参加しました。 〔18日〕 今年度２回目の教育実践
研究会を開催！西根小で「算数」、御明神小で「音楽」の授業が公開されました。

　静岡県牧之原市で開催されたジョイフル・スローピッチ・ソフトボール全国
大会混成の部に、岩手県大会を制した雫石よしゃれチームが出場し、見事全国
制覇を成し遂げました。
　雫石よしゃれチームは、第10回大会で優勝、第11回大会では準優勝と好成績
を収め続けており、今回もその力を発揮することができました。

　11月20日（金）から23日（月）まで福井県で開催された「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。

　一般財団法人大蔵財務協会佐藤富士夫参与が雫石中学校に来校し、賞状の伝達
を行いました。今回は、作文募集について協力が特に顕著な中学校として東北地
方では参加校512校のうち２校が選ばれ、そのうちの一つが雫石中学校でした。

　婚礼や新築祝いなどの際に披露されてきた「御祝い」「お鋳銭坂」「雫石よしゃ
れ」から始まり、町内の民俗芸能保存団体13団体が延べ26演目を披露しました。
また、伝承が困難となり、長い間上演できなくなっていた「亀の子つき唄」が、
雫石高校郷土芸能委員会によって24年ぶりに復活しました。復活にあたっては、
以前亀の子つき唄を演じていた石山昭代さんを中心に指導が行われました。上
演後、会場は大きな拍手に包まれ、観客からは昔を懐かしむ声が聞かれました。

　展示部門では、絵画や写真、菊花など町民の方々の日頃の芸術活動の成果
が展示されたほか、小中学校作品や在京町友会のみなさんの作品も展示され
ました。
　舞台部門では、筝曲や詩吟、ピアノなどの発表に加え、初の中学生ペアに
よるドラム演奏が披露され、多彩なプログラムで観客を魅了しました。

≪雫石中学校　生徒の入賞作品≫
【岩手県納税貯蓄組合連合会長賞】
　3年　吉田奈央さん「税について」
　3年　越川静流さん「税金はどこへ行くのか」

【岩手県納税貯蓄組合連合優秀賞】
　3年　髙橋武琉さん「僕たちの生活との関わり」
　3年　古内雄大さん「税について」
　3年　細川憂翔さん「生活と税」

上町さんさ太鼓

町長を表敬訪問した横手さん（中央）

できごと紹介　2015.11 月
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　町内外から親子・地域・スタッフなど合わせて約200人が参加し、本の読み聞かせ、昔がたり、 読書クイズ大会な
どを通じて、親子で本の世界を楽しみました。
　スペシャルお話し会のゲスト、くらうん・しゅがー（佐藤　敦士）さんがピエロ姿で登場し、エレキ演奏や手品、
読み聞かせなどを織り交ぜながら行った絵本ライブに、会場はひときわ盛り上がりを見せました。昔がたりでは、御
明神小学校３年の沼野友香さん、松ノ木佑太さんが方言で昔話を語ってくれました。くらうん・しゅがーさんのミニ
講座では、読書が学力の基礎になること、音読が脳を活性化させることなどに言及されました。ほかにも児童書を持
ち帰ることのできる「本のリサイクル市場」や「家読おすすめの本の展示」も開催され、本の楽しさを伝えあいました。
　雫石中学校・雫石高校図書委員会の皆さんや町ジュニアリーダーズクラブ「スカイ」の皆さんもスタッフの一員と
して大活躍をしてくれました。

　夜の図書館で、自分が大好きな本を持ち寄り、みんなでお茶を飲みなが
ら、情報交換・本の交換をする、という企画です。当日は、大の読書好き
の８人のお客様が集まり、始めに軽トラ市で紙芝居をしている「ひでじい」
（中村英俊さん）の紙芝居を鑑賞、そのあとテーブルごとに雫石のおいし
いコーヒーとお菓子を頂きながら本の話をしました。初の試みでしたが、
皆さん、「自分の好きな本を話すのはものすごく楽しい。」「ほかの本も教
えてもらえてよかった。またぜひ企画してほしい。」という声を多数いた
だきました。

【問い合わせ】町立図書館（692‒5959）

しずくいしの教育

特 集 ～秋から冬は読書の季節～

一生懸命練習した雫石中・高校図書委員会
のみなさんによる読み聞かせも大好評！

御明神小３年
沼野さんと松ノ木さんの昔話

くらうん・しゅがーさんの
スペシャルお話し会

上原先生寄贈図書企画展

上半期ベストランキング展

本の楽しさを伝えあった　第９回雫石町親子読書のつどい　　―11月７日（土）

夜の図書館ぶくぶくブックかふぇ―秋の夜長のお茶会＆読書会＆本の交換会　―11月14日（土）

あなたにぴったりの本が見つかる？！　企画展示　大好評開催中！
（1）上原先生寄贈図書企画展
　上原小児科医院上原充郎医師より、今年も86冊約10万円相当の
児童書を寄贈していただきました。特に、科学を学べるまんが「サ
バイバルシリーズ」が大人気です。予約も可能です。

（2）上半期ベストランキング展
　上半期にたくさん借りられた本の展示。こちらも大人気です。

（3）クリスマス絵本の展示（児童コーナー）
　クリスマスの絵本を展示中です。外は寒いけど、心温まる絵本
がいっぱい。

（4）2016年は希望郷いわて国体！国体関係本の企画展
　１月13日（水）から、スポーツの本を展示します。お楽しみに！
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クイズとアンケートに答えて、雫石のおいしいものを当てよう！

今月の一冊・イベント情報　－雫石町立図書館－
【HPアドレス】http ://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2015112300014/ 【電話】019‒692‒5959

『盛岡藩戊辰戦争』
　　　　高野　豊四郎/著
　本書は、盛岡藩が秋田久保
田藩に侵攻し、秋田久保田藩
に味方する官軍の猛攻を受け
降伏を認められるまでの期間
を、歴史資料を厳選し解説す
る良書です。
　特に、官軍の主力長崎振遠
隊と盛岡藩との戦いが行われ
た「雫石口の戦闘」にもふれ
た史料に忠実な一冊です。

お店の自慢の一品を紹介してみませんか？懸賞品の協賛を募集中！詳しくは社会教育課（692‒6413）まで。

協賛懸賞クイズ・知ってる？資料館「今月の一品」

【 問題】 家の守り神として、昔からの旧家にあったもので
す。雫石では、火災を防ぐ一方、粗末にすると目が悪く
なると言われてきました。柳田国男の『遠野物語』にも
登場するこの神様の名前は何でしょうか？

（ア）あしゅら様　（イ）かしら様　（ウ）おしら様

【応募要項】はがき・FAXまたはメールで①答え　②郵便番
号・住所　③氏名（当選時、本名掲載を希望しない場合ペン
ネームを併記）　④年齢　⑤電話番号　⑥今月号の感想　⑦
今後取り上げてほしいテーマなど　を記入し、12月25日（金）
（必着）までに社会教育課「教育しずくいし」担当あてに応
募してください。応募は１人１回限りとします。
・はがきのあて先：〒020-0595　雫石町千刈田5-1
・FAXのあて先：019-692-1311
・メールのあて先：shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp
　クイズの正解と当選者は１月号で紹介します。お楽しみに！

しずくいしおはなし会
日 12月19日（土）10：00～10：30　場 町立図書館
「クリスマスにはおひげがいっぱい!?」

　　　　　　　ロジャー・デュボアザン/作
「はじめてのふゆ」ロブ・ルイス/作　　ほか

たんぽぽおはなし会スペシャル
日 12月17日（木）10：30～11：30　
場 中央公民館
・えほん「ぐりとぐらのおきゃくさま」
・パネルシアター「こんこんくしゅん」
・工作「クリスマスツリーをつくろう」　　ほか

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日１月22日（金）10：30～11：00　場 健康センター

【開館時間】 9：00～17：00
　（水・金曜日は18：00まで）
【12月・１月の図書館休館日】
　12月７、14、21、28～31日
　１月１～４、12、18、25日
　年明けは、１月５日（火）から開館します。
【貸　出】 一人７冊２週間まで。貸出中の本は予約でき
ます。登録するとネット予約もできます。県内の他の図
書館の本も無料でリクエストできます。

・ レファレンス・サービス　お探しの資料を司書が探し
ます。（お時間をいただくことがあります。）

・ コピーサービス　１枚10円（ただし著作権等による制
限があります）

・「おはなし会」を出前します（子どもから大人まで）
・ お話会グッズ貸出中（大型絵本、紙芝居舞台、パネル
シアター、エプロンシアターなど）

・朝日中高生新聞が入りました。
・休館日は、公民館ロビーで新聞が閲覧できます。

【協賛懸賞品ご提供者】
　まちうらBoulangerie et Café Ｎeige
（雫石町町裏96/TEL019-681-0502） http://neigepan.exblog.jp/

ご提供ありがとうございました！
正解者の中から抽選で、ランチセットを２名様に差し上
げます。

読書の壺　今月のこの一冊 聞いて楽しいおはなし会
幼児・小学生対象

乳幼児対象

乳幼児対象

《11月号協賛懸賞クイズの正解・当選者発表！》ご応募ありがとうございました！
正解：（ア）花巻人形………今月号もたくさんのご応募お待ちしています♪

当選者：藤村真也さん（町内）／はこべらさん（町内）

お知らせ（図書館の利用について）
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中央公民館料理教室「厨房レッスン」
カニクリームコロッケに挑戦！

 日　時 　１月13日（水）　10：00～13：00
 場　所 　中央公民館・調理実習室
 講　師 　町食生活改善推進員連絡協議会のみなさん
 定　員 　先着20人
 費　用 　１人500円
 申　込 　１月５日（火）までに中央公民館へ
　　　　（692-4181／受付：平日8：30～17：15）
＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

ケッパレランドからのお知らせ
　12月20日（日）から本年度の冬季営業を開始します。
 費　用 　個人：町民無料
　　　　町外一般200円/小中高生100円
　　　※占用の場合はお問い合わせください。
 営業時間 　9：00～

※積雪状況によりクローズとなる場合があります。
 休場日 　１月18日以降は毎週水曜日がお休みです。
 レンタル 　クロスカントリー用スキー一式1,000円
 問合せ 　ケッパレランド（695－2211）

町民スキー大会参加者募集！
＜アルペン競技＞
 期　日 　１月23日（土）　 場　所 　雫石スキー場
＜クロスカントリー競技＞
 期　日 　２月13日（土）　 場　所 　ケッパレランド

 対　象 　町内に在住または勤務しているか、町内の小中
高生でスポーツ傷害保険に加入している方。

 費　用 　無料
 申　込 　１月18日（月） 17：00までに町営体育館（019-

692-5030）の申込用紙に必要事項を記入の上、
提出してください。

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23日～２月20日の
　　　　毎週土曜日・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 　高嶋　一秀さん
 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　込 　12月17日（木）～１月15日（金）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）。

雫石町ジュニア・アスレティック教室
 日　時 

【６期】１月５日～３月８日
　（毎週火曜・全10回）16：30～18：00
【７期】 １月７日～３月17日
　（毎週木曜〔２月11日は除く〕・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・バスケットなど）
 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
 費　用 　1,700円（体育館使用料・保険料含む）
 申　込 　12月17日（木）～25日（金）までに町営体育館へ

（692-5030）

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室
 日　時 

【７期】１月５日～３月８日
　（毎週火曜・全10回） 10：00～11：30
【８期：午前の部】１月７日～３月17日
　（毎週木曜〔２月11日は除く〕・全10回）10：00～11：30
【８期：夜間の部】１月７日～３月17日
　（毎週木曜〔２月11日は除く〕・全10回）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・定員 　町内在住の方・それぞれ先着10人
 費　用 　2,700円（体育館使用料・保険料含む）
 申　込 　12月17日（木）～25日（金）までに町営体育館へ

（692-5030）

心豊かに暮らせるまちへ…　施設・講座・催事情報生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

講座・教室　参加者募集

スキーレッスン参加者　募集中 !!
◎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、冬休み期間
　　　　 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20日～３月13日までの日曜日
　　　　 9：00～12：00（全11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20日～３月13日までの日曜日
　　　　 13：15～15：15（全11回予定）
【年会費】8,000円（リフト券別途・保険加入は各自）
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教育委員会定例会リポート／雫石町小・中学校音楽会／県中学校新人大会結果教育行政・学校のページ

 教育委員会定例会リポート（10・11月）

各校が特色を生かし来場者を魅了！―第62回雫石町小・中学校音楽会

　　　バレーボール男子が県準優勝！　　　　柔道の３選手が見事県制覇！
　　　県中学校新人大会（後期）　 ＊敬称略　　11月14日（土）～15日（日）

報告

報告

○小中一貫教育について
委員 市町村教育委員会研究協議会に参加してきたが、全国の小中一貫校は、当町と同じ「6-3制」が約72％で「4-3-
2制」が約26％とのことだった。「4-3-2制」を実施している呉市が先進地事例として、学習能力が向上し、子ども
達も落ち着くなど、学びの繋がりが良くなったと発表していた。当町では具体的に検討したことがあるか。
教委 具体的な検討を行ったことはありませんが、「９歳の壁」ともいわれる子どもの成長や発達にとって大きな節
目とされる年齢を意識することも必要と考えております。

― その１　議案編（11月定例会）　以下の議案が可決されました。 ―
１．雫石町教育委員会表彰者の決定に関し議決を求めることについて

― その２　質疑応答編（10月） ―

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）

　このほかにも町立小学校の適正配置、雫石中学校スーパーエコスクール実証事業の進捗状況、「いじめ防止」等のための
基本的な方針、教育委員会３課の下半期対応方針、中学校駅伝チームの全国大会への出場についてなどが話し合われました。

小学生が憧れの眼差しで見つめた
雫石中吹奏楽部の迫力ある演奏

安庭小　手話を交えた合唱

バレーボール男子 （左から）藤平さん、須藤さん、谷地さん

上長山小　合奏＆ダンス

　11月13日（金）、町中央公民館野菊ホールで町小・中学校音楽会が開催されました。今年も町内小・中学校の児童
生徒が一同に会し、各校の音楽活動の成果を発表し合いながら、音楽を通して学校間の交流を深めていました。
　音楽のよさにふれ、よりよい表現をしようと頑張った子供達の今後の成長に期待です。

≪団体種目≫
【バレーボール男子】 ２位
【バレーボール女子】 ３位
【卓球女子】２回戦敗退
【バドミントン女子】 ベスト８
【柔道男子】 ベスト４　　【柔道女子】 １回戦敗退
【剣道男子】 予選リーグ敗退

≪個人種目≫　＊ベスト８以上
【バドミントン女子】 
　シングルス３位　大久保　海
【柔道男子】 66㎏級　　１位　藤平　涼麻
　　　　　　　　　　 ベスト８　渡邉　颯太
　　　　　 90㎏超級　１位　須藤　駿
【柔道女子】 70㎏超級　１位　谷地　望

団体 個人
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のびのび大きくなぁれ 御所保育園　園長　小林　加奈

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　御所保育園 編

　御所保育園では、年間を通し、マラソンに取り組んで
きました。保育士の呼び掛けに、「今日は〇周走る！」
と一人ひとりが目標を持ち、笑顔いっぱいマラソンコー
スへ駆けて行きます。この１年で体力がつき、走る距離
も延び、子どもたちの自信にもつながったようです。
　毎年夏には、水遊びのほか、頭から爪先まで真っ黒に
泥んこ遊びを行なっています。最初は抵抗を示す子も、
遊びを繰り返すうちに楽しさに気付き、没頭していきま
す。全身を使って遊んだ後は、自分たちで育てた野菜や
果物をもぎ取り食べ、また、ジャガ芋やナス、かぼちゃ
等を使ったクッキングも行ないました。

　秋の楽しみは散歩。ファミリーランドの坂道を転がり、
広場の落ち葉を踏み駆けまわりと、子どもたちの自由な
発想のもと全身を使った遊びが次々と展開されます。
　そして冬。園庭に雪山をつくり、ソリすべりを思いっ
きり楽しみたいと考えています。また、年長児さんは、
友だちと気持ちをひとつに繰り返し練習してきた和太鼓
を、残り数カ月の園生活で継続していきながら、仲間と
の絆を深めていきたいと考えています。
　雫石町の豊かな自然を体感しながら、様々なことに挑
戦し、子どもたちが豊かに成長することを願っていま
す。

「海の生き物」
○海の生き物作ったよ。かめの手足
は、同じ葉っぱ、たこの足はわらを
貼ったよ。いちょうやさくらの葉っ
ぱは、魚の形に見えたよ。いろんな
魚ができて楽しかった。

「森の中」
○大好きなクワガタとカブトムシを
作ったよ。つのが難しかったけれど、
強いから枝で作ったよ。いちょうの
葉っぱは、羽に見えたからパタパタ
飛んでいる鳥を作ったよ。葉っぱが
くっつかなくて大変だった。

「不思議な世界」
○トトロとティラノサウルス、キョ
ウリュウを作ったよ。うさぎを作ろ
うと思ったけど、葉っぱを貼ってい
たらトトロに見えてきたから、トト
ロにしたよ。キョウリュウは、絵本
を見ながら作ったよ。

◆保育園の敷地にある葉っぱを拾ってきて取り組んだ落ち葉製作。葉っぱの形を見ながら、何に見えるか聞いてみる
と、一人ひとり見方が異なり、子どもたちの想像力の豊かさに驚きました。いちょうの葉っぱは、鳥の羽やトトロの
耳に変身。もみじの葉っぱは恐竜の手足に見える、クワガタやカブトムシの角は枝で作ると強そうに見えると、子ど
もたちの中でどんどんイメージは膨らみ、落ち葉など身近な自然物を使って素敵な作品ができました。

「秋の世界へようこそ」（4歳児）

がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

しずくいしギャラリー －本人（○）と先生（◆）からのコメント－子どもたちの力作を紹介します

シリーズ「輝」
№127
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雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」　2015（平成27）年12月号　（12月10日発行）
編集・発行 　雫石町教育委員会　〒020-0595　岩手県岩手郡雫石町千刈田５番地１　担当：社会教育課
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 019-692-6413（直通）　E-mail:shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp

　今回の協賛懸賞クイズのヒント！遠野市の伝承園に千体もの○○
○様が飾られているそうです。また、ジブリ映画「千と千尋の神隠
し」では、大根の姿をした神様として○○○様が登場していました。
今回はクイズ難易度が高いので、当選確率アップの予感 どしどし
ご応募ください！ご意見・ご感想もお待ちしています。（Ｎ）

　先日、チャリティーショーでわんこダンスを披露してきました！
見てくれた方もいるでしょうか？仕事終わりにみんなで練習した
り、わんこきょうだいの衣装を作ったりと、本番に向けて準備を重
ねたかいがあり、大成功だったと思います。最後はとふっちが会場
に現れ、会場も盛り上がり、楽しいステージ発表になりました。（KA）

雫石町役場ホームページアドレス：http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 暮らしと行政 → 教育委員会  をクリック！

　繋の山伏が、寛文年間（1661～1672）に大村地区の若者たちに教え躍らせたのが
始まりと言われる山祗神楽は、昭和42年に雫石町無形文化財第１号として指定され、
350年という長い伝承の中、地区の方々に支えられ現在に至っています。
　大村小学校の全児童は、１年生の時から山祗神楽の伝承に取り組み、運動会や町無形文化財芸能祭、町内施設で
披露しています。また、今年は12月５日に開催された岩手県民俗芸能フェスティバルでも公演しました。今回は、
大村小学校児童を代表して、６年生３人にお話を聞きました。
（Ｎ）神楽の練習を始めたばか
りのとき、どう思いましたか？
（村田さん：以下（村））最初は
ちょっと難しいと思いました。
先輩たちもみんな、小さいとき
にこんなことをやって大変だな
と思いました。
（宮林さん：以下（宮））最初は緊張しました。あとは、美月
さんと同じで、難しいと思いました。
（髙橋さん：以下（髙））いろいろな動きがあって難しいなぁ
と、大人や高学年が踊っているのを見て、すごいなぁと思い
ました。
（Ｎ）学年が進むにつれて、神楽に対する考え方もどんどん
変わってきたと思うんですが、今はどう思っていますか？ 
（村）今は楽しいです。終わった後に達成感があるからです。
（宮）みんなと踊っているから楽しいです。
（髙）いろんなところで踊って、お客さんたちから拍手をもら
えるところが楽しいです。
（Ｎ）神楽をやっていて、良かったことはありますか？
（村）お祭りのときとかに大人が踊っている神楽は、いろん
な種類があって面白いです。
（宮）美月さんと同じで、大人が踊っているのは、見ている
と面白いし、あとは低学年のときに、初めてお客さんの前で
踊ったとき、終わって達成感みたいなものがありました。
（髙）老人ホームとかお年寄りがいるところで踊って、みん
なに感動してもらえると嬉しいです。
（Ｎ）反対に悔しい思いをしたことはありますか？
（村） 間違った時、もう１回ということがないから悔しいです。
（宮）間違えた時、みんなに見られるから恥ずかしいです。
（髙）間違ったり、持っている道具を落としたりすると、見
られているから恥ずかしいです。
（Ｎ）今後の公演に向けて、目標はありますか？
（村）緊張して失敗をしないようにしたいです。
（宮）間違えないようにして、あとは大きく舞いたいです。
（髙）６年生なので、最後の披露なので大きく舞いたいです。

あとがき

（Ｎ）この神楽は350年も続いていますが、その神楽を舞うこ
とに対してどう思いますか？ 
（村）昔のほうが今よりももっと難しいのを踊っていたと聞
いて、すごいと思いました。
（宮）踊りは少し違うけど、衣装とかは同じなので、親とか
もみんな受け継がれていてすごいなと思いました。
（髙）昔からいろいろと受け継がれてきているから、これか
らも続いたらいいなと思いました。
（Ｎ）神楽のほかに今一番頑張っていることはありますか？
（全員）あれしかないです！大村スポーツ少年団です。
（Ｎ）スポーツ少年団では、何をしていますか？
（村）今は走ること、筋トレをしています。種目としてはク
ロスカントリースキーやマラソンに取り組んでいます。
（Ｎ） ３人ともみんなスポ少なんですね。目標はありますか？
（村）スキーで頑張って、表彰台に登りたいです。
（宮）中学校になったら、部活に入るので、上の人たちにつ
いていけるように体力をつけることです。
（髙）大会で入賞したり、中学校でもついていけるように体
力をつけることです。
（Ｎ）では、学校生活で頑張っていることは何ですか？
（村）宿題を頑張っています。
（宮）今の２学期では、児童会
長の仕事を頑張って、あとは勉
強で歴史が苦手だから一人勉強
で頑張りたいです。
（髙）12月にある CRT とか難
しい勉強でもいい点数をとれるように一人勉強で頑張りたい
です。
（Ｎ）町民の人たちに伝えたいことは何ですか？
（村）神楽とか歴史のあるものを調べると、昔どんなことが
あったのか分かって面白いです。
（宮）神楽をこれからも続けてほしいです。
（髙）沙羅さんと同じでこれからも神楽を続けてほしいです。
（全員）大村の神楽をこれからも応援してほしいです。

※ 11月号対談記事掲載文中　（杉澤華名：以下（杉））さんのコメント「さんさを小さいころからやっていたので、高校でもやりたいと思いました。」は、
「さんさを小さいころからやりたかったので、高校でやろうと思いました。」の間違いでした。お詫びして訂正致します。

〈第９回〉 大村小６年（後列左２人目から）村田美月さん、宮林沙羅さん、髙橋未来音さん
聞いてきました！シリーズ対談・編集担当「N」の小部屋

000155-01.indd   8 15/12/04   16:02


