
1

NO.119
 2015.2

 雫石町教育委員会HPアドレス
http://www.town.shizukuishi.iwate.jpから 教育委員会をクリック!

編集・発行／平成27年２月12日　雫石町教育委員会
TEL 019‒692‒6413（編集担当：社会教育課直通）

★しずくいしの教育　特集　
　　　　　学習定着度状況調査から見える雫石の子ども ···2
★しずくいしの教育ミニ特集・定例会リポート ··················3

★読み聞かせ・新着図書紹介・図書館情報 ··························4
★各種講座・教室案内・報告 ··········································· 5～7
★シリーズ「輝」・行事予定 ···················································8

〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

【１日目】
　１月４日（日）早朝、雫石駅を出発。成田空港から
JAL ８便にて出発し、ボストンローガン空港着。ボ
ストン市内のホテルに宿泊。

雫石中学校国際交流事業に参加して（前編） 雫石中学校　教諭　川嶋　亮特集
　今回、雫石中学校国際交流事業派遣団として、２年生10人、引率教員２人、添乗員１人の計13人で、アメリカ
合衆国バーモント州ランドルフを訪問させていただきました。前編では、活動内容を報告いたします。

【２日目】
　ボストンを出発し、昼にランドルフハイスクールに
到着。ホストステューデントと顔合わせをし、午後は
一緒に授業に参加。
【３日目】
　授業に参加。夕方からは歓迎パーティに参加し、雫
中生は焼きそばとお好み焼きを振る舞い、交流を深め
た。
【４日目】
　ランドルフ近辺の観光。「イートンズ・シュガーハ
ウス」で朝食。その後、「ビリングズ・ファーム」で
体験学習をし、ウッドストックにある盛岡市出身のヒ
サコ・ビリンガムさんのお店でショッピングを楽しん
だ。

【６日目】
　午前は、近隣の小学校３校を訪問し交流。小学生に
は雫中の制服を着用する体験が大人気。午後は、スカ
ベンジャーハント（ランドルフの名所巡り）を楽しん
だ。夜は、ダンスパーティに参加し、最初は内気な雫
中生も、ランドルフの生徒たちが盛り上げてくれたお
かげで、最終的には大フィーバー！
【７日目、８日目】
　ファミリーデイ。ホストファミリーごとに交流し、
絆を深めた。
【９日目】
　ランドルフでの最後の朝。出発の際は、雫中生も、
ランドルフの人たちも大号泣、涙、涙のお別れだった。
午後はボストンに移動し、マサチューセッツ工科大学、
水族館、NBAの試合観戦と市内研修を楽しんだ。

【10日目、11日目】
　ホテルを出発し、ボストンローガン空港から長時間
のフライトで帰国。
　長旅の疲れで、さすがにぐったりしていましたが、
雫石中学校で久しぶりに家族と対面し、元気を取り戻
していました。雫石の良さ、家族の大切さを再認識し
たようです。 ―後編（３月号）に続く―

【５日目】
　マイナス25℃と朝から冷
え込みが厳しい中、午前は授
業に参加。午後はホールで、
小学生も含め約300人の中で
発表会を行い、英語で「雫石
町の良さ」「雫中の応援活動」
をアピールした。

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

本の時間　『おーい読むぞ』　父の声 （高橋　蒼真　安庭小 6年）

成田空港出発ロビーにて

雫中の応援を披露

NBA試合会場にて
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　この調査には、小学校４、５年生、中学校１、２年生の生活に関わる状況調査が組み込まれており、学校の授
業に関することや家庭における学習時間、読書時間、そしてTVやDVDの視聴時間などのアンケートが実施され
ています。
　今回は「読書時間」、「テレビなどの視聴時間」の状況を紹介いたします。

　県と比較すると、読書時間に関しては、小学５年生は「10分以上、30分より少ない」の割合が比較的高く出て
います。中学校では「ほとんどしない」の割合が１年生は55％、２年生は53％と、半数以上の生徒が、平日は
読書をほとんどしないという結果が出ています。

　今、「読む力」は以前にもまして大切な力となっています。インターネット通信をはじめ、膨大な量の情報か
ら必要なものを素早く収集できなければなりません。また、そうして得た情報を選択し、自分で考えたり、それ
を伝えたりといったコミュニケーション力もさらに必要とされてきています。これから社会へ出る子どもたちが、
この成長期に、家庭での時間をどのように過ごしているかということはとても大切な問題です。家庭学習や読書、
テレビ等の視聴時間、小学校では習い事の時間、中学校では部活動の時間も含めて、平日の時間の使い方をぜひ
ご家庭でも話題にしていただき、家庭学習・読書の時間の確保をお願いします。

　テレビやビデオ、DVDの平日の視聴時間に関しては、小学生も中学生も１～３時間の間の割合が高くなって
います。３時間以上見ると答えている割合も、学年が上がるにつれて高くなっています。

『学校の授業以外で、１日にどのくらい読書をしますか』
（※土日は除く、※教科書や参考書、まんがや雑誌を除く）
※小数第1位を四捨五入　  は比較的集中しているところ

『１日にどのくらいテレビやビデオ、ＤＶＤを見ますか』
（※土日は除く、※テレビゲームの時間を除く）

※小数第1位を四捨五入　  は比較的集中しているところ

学年
読書時間

小５年 中１年 中２年
県 町 県 町 県 町

１時間以上 8％ 3％ 8％ 3％ 9％ 7％
30分以上、１時間より少ない 18％ 13％ 15％ 11％ 14％ 11％
10分以上、30分より少ない 37％ 42％ 28％ 18％ 25％ 15％
10分より少ない 14％ 18％ 13％ 13％ 11％ 13％
ほとんどしない 23％ 24％ 35％ 55％ 41％ 53％

学年
視聴時間

小５年 中１年 中２年
県 町 県 町 県 町

３時間以上 17％ 10％ 16％ 15％ 17％ 19％
２時間以上、３時間より少ない 25％ 24％ 24％ 21％ 24％ 18％
１時間以上、２時間より少ない 33％ 41％ 32％ 36％ 32％ 34％
１時間より少ない 18％ 19％ 18％ 19％ 18％ 20％
ほとんど見ない 8％ 6％ 9％ 8％ 8％ 9％

家庭学習や読書の時間を確保しましょう！

特集 ～子ども・学校・家庭、一緒に目指そう！学力向上！！

【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

～平成26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（後編）～
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①雫石中学校図書室の移動について
委員 スーパーエコスクール実証事業の改修項目に図書
室の移動とあるが、具体的な移動予定場所などが定
まっているか。
教委 現在の図書室は、第 3校舎の西端にあり、各学年
の教室から遠い場所にあります。そのため利用状況が
悪く、図書室の移動はこの実証事業のメインテーマの
一つです。移動案としては、現在の第 1校舎と第 2校
舎の接続部分の 2階にある職員室の場所とその下の生
徒玄関を併せて、学校図書館（生徒玄関を含む）とし
て改修する予定です。本の配置等も工夫し、学力向上
にもつなげたいと考えています。

②読む力と書く力について
委員 小学校は朝読書を行っているし、中学校でも朝読
書が始まったようだ。教育振興運動でも家読（うちど
く）に取り組んでおり、「読書」を一つの大きな柱と
して子供たちの学力向上を支えるための手段としては
どうか。
教委 「書く力」が学力の最高峰に位置されると言われ
ておりますが、書くためには考えなくてはならないし、
そのためには読んで理解しなければなりません。委員
ご指摘のとおり、「読む力」を養い「書く力」を伸ば
すためにも、読書への取り組みを今まで以上に充実さ
せたいと考えています。

＊ このほかにも、小学校統合に向けた今後の取り組み、少子高齢化へ対応、公民館の指定管理、学校図書室を充実さ
せるための方策、教育振興運動実践交流会の開催状況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）

ミニ特集 ～大人として思うこと「子育てへのメッセージ」
～雫石町教育振興運動の推進に深くかかわってくださっているみなさんから～
　町の教育振興運動の推進に深くかかわってくださっている方々の中から４人の皆さんに、
子育てに関して日頃抱いている思いや雫石っ子、そして保護者の皆さんに伝えたいことを
綴っていただきました。

御明神小学校　相馬ゆみ子校長　「叱ったあとで許すこと」
　子どもと一緒にいると、叱らなければならない場面に出会います。子どもの行いに腹が立ち、情
けない気持ちになります。だけど、叱り放しはいけません。叱った者の責任として、次の行動への
道筋をつけてやらなければなりません。親として、教師として、何度叱り、何度許してきたことで
しょう。子どもと共に歩むことは許すことの連続でした。

雫石町ＰＴＡ連絡協議会　小田記央会長　「感謝の心を育む」
　私たちの命は、自然の恵みや沢山の人たちのおかげさまにより支えられております。自分の力だ
けでは決して生きていけません。そのことに気付くと産んでくれた親、自然の恵み、周りの人たち
に感謝の思いが湧いてきます。そのような心の持ち主は、きっと優しい人間だと思います。何ごと
にも「ありがとう」と感謝できる人間になりたいものです。

雫石町教育委員会　岩持斗季子委員　「マララ・ユスフザイさんから学ぶ事」
　昨年17歳でノーベル平和賞を受賞した彼女のスピーチは衝撃的でした。14歳でタリバンに狙撃さ
れ、奇跡的に一命を保ち、現在も命の危険も省みず、途上国の子ども達や女性達の地位向上の為に“人
間としての尊厳”を訴え続けています。彼女から学び、私達にもできる何かを見つけ行動したいも
のです。

御明神保育所　谷藤冨子所長　「親の背中」
　幼い頃、毎晩昔話をしてくれた父はダム建設に伴う移転を前に、15歳の私に『命を大切にして強
く生きて幸せになれ』と言い残して50歳で癌で他界した。２年後、半身不随になった母は、『メソ
メソすると泣き虫な子、プリプリすると怒りぽい子が生まれる。穏やかな気持ちでゆったり過ごす
ことだ』と胎教と子育ての心構えを話してくれた。親の言葉と生きる姿は私の心に刻まれ生きる心
の支えとなった。『子は親の背中を見て育つ』という言葉は心に響く。
　多忙な日々だからこそ今を大切にして、短い時間でも毎日我が子としっかり向き合い、親子の絆
を深めてほしいと願っている。

 教育委員会定例会リポート（12・１月）
― その１　議案編（1月臨時会及び定例会） ―

１．委員長職務代理者の指定について　（上田　武夫委員が委員長職務代理者に選任されました。）
― その２　質疑応答編（12月） ―
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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！（12/21～1/20受け入れ分　計106冊）

〈２～３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）。

【２月】16日（月）、23日（月）
【３月】２日(月）、9日（月）～20日（金）、23日（月）、30日（月）

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！
『心のふるさと（第三集）雫石の石碑』
　　　－雫石町教育委員会－
　本書は、町内にある367基の石碑
を整理分類した本です。
　あなたの住む地域に不思議な「石
碑」はありませんか？本書片手に、
地域を散策されてみてはいかがで
しょうか。そこには、きっと先人た
ちの信仰と歴史が刻まれている「石
碑」があることでしょう。

蔵書点検作業のため休館します
【期　間】３月９日（月）～３月20日（金）
　所蔵する蔵書すべての点検作業を行っていますの
で、図書の貸出・予約、レファレンスサービスはで
きません。返却は図書館玄関前のブックポストをご
利用ください。

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】２月21日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・「はなをくんくん」…ルース・クラウス・文
・「ふゆめがっしょうだん」…長　新田・文
・「根っこのこどもたち目をさます」…
 …ヘレン・ディーン・フィッシュ・文

　　　　　　　　　ほか

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

　主に、乳幼児の親子を対象に、たんぽ
ぽおはなし会の皆さんが、絵本の読み聞
かせ、パネルシアター、工作などで来場
者を楽しませてくれます。中央公民館視
聴覚室で毎月第３木曜日の10：30から
スタート！
　次回は、3月19日（木）に開催します！

〈つどいの広場「たんぽぽおはなし会」〉
健康センターで３月６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 ●
・このミステリーがすごい！四つの謎
　　　　　　　　 ····························安生　正ほか
・営繕かるかや怪異譚 ·······················小野　不由美
・何が困るかって·····································坂木　司
・キミの名前 ······································· 朱川　湊人
・旅者の歌２ ······································· 小路　幸也
・六花落々（ふるふる） ························ 西條　奈加
・峠しぐれ ···············································葉室　麟
・あなたは、誰かの大切な人 ················ 原田　マハ
・夢をかなえるゾウ３ ·························· 水野　敬也
・図書館奇譚 ······································· 村上　春樹
・福も来た ··········································· 群　ようこ
・波止場浪漫　上・下 ·························· 諸田　玲子

● 一般書 ●
・岩手あるある ······························いわなみ　みつ
・このままでは学校はもたない！ ········· 山　英男
・長女はなぜ「母の呪文」を消せないのか
　　　　　　　　 ····························大美賀　直子
・ドキュメント御嶽山大噴火 ················ 山と渓谷社
・老後破産しないためのお金の本 ·············杉山　明
・シニアのためのちょっと手ごわい
　算数クイズ＆パズル ······························中山　理
・リハビリ患者を支える人のための本 ·· 岡崎　あや
・消えゆくＹ染色体と男たちの運命 ····· 黒岩　麻里
・世界のホットドリンクレシピ ·········誠文堂新光社
・やさしい季節の和菓子 ················のむら　ゆかり
・間取りの方程式·····································飯塚　豊
・砂漠のわが家 ·······················美奈子　アルケトビ

● ヤング・児童書 ●
・はじめての聖書······························橋爪　大三郎
・死神うどんカフェ１号店　３杯目 ··石川　宏千花
・モナミは時間を終わらせる？ ··はやみね　かおる
・ もっと怖くてふしぎな怪談・
都市伝説大事典パート１ ··················· 藤田　晋一
・池上彰の現代史授業　昭和編４ ·············池上　彰
・しもばしら ······································· 細島　雅代
・かいけつゾロリのクイズ王 ················ 原　ゆたか

シリーズ

お知らせ

教育しずくいし119.indd   4 15/02/05   10:23



5 広報●教育しずくいし●2015●2●No.119●

受講料無料！御所公民館～パソコン体験教室
　インターネットやゲームをしてみよう！パソコン
に関する問題（操作方法等）のご相談もお受けします。
【日　時】３月19、24、26、31日（火・木）
　　　　 17：00～20：00
全回同じ内容です。ご都合のあう日を選んで受講く
ださい。また、入退室も自由です。
【場　所】御所公民館
【講　師】舛澤　知さん（コンサポSOL）
【対象・定員】町内在住の小学生（大人の方も参加
可能です）・各回先着20人

【申し込み】各回前日までに御所公民館へお申し込
みください。

第31回岩手山ろくファミリーマラソン　参加者募集中！
【期　日】５月17日（日）
【場　所】雫石町総合運動公園・陸上競技場
【コース】雫石町特設コース（陸上競技場発着）
【種　目】ハーフ、10 km、4 km、3 km、家族ペア
【参加料】一般3,300円／高校生1,800円
　　　　 小中学生1,300円／家族ペア4,000円
【申込方法】インターネットまたは郵便振替

（http://www.iwatesanroku-marathon.jp/）
【締　切】（インターネット）４月２日（木）
　　　 　（郵便振替）３月26日（木）当日消印有効
【問い合わせ】
・大会に関すること（日程・会場・コースなど）
　一般財団法人雫石町体育協会（692-1644）
・ エントリーに関すること（要項・郵便振替申込用紙
請求）岩手山ろくファミリーマラソンエントリー
センター（03-3714-7924・月～金10：00～17：00）

2015 雫石インドア・ベースボール特別大会
　男女混合チームも大歓迎！幼少時代に遊んだ懐か
しい野球スタイルで童心にかえってみませんか。

【開催日】３月８日（日）
【会　場】町営体育館
【参加資格】町内に居住または
勤務し、町内スポーツ少年団
に所属している児童生徒を持
つ18歳以上の男女
【チーム構成】上記参加資格を満たした方、６～７
人で構成してください。（試合は６人で行います）。
【募集数】先着８チーム
【参加費】登録選手１人につき1,000円
【その他】全員に参加賞及び上位２チームに地物品
の副賞を用意いたします。
【申し込み・問い合わせ】体育協会ホームページを
ご覧いただくか、町営体育館へお電話をください。

雫石冬季室内陸上記録会
【開催日】３月21日（土）
【場　所】町営体育館
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着30人
【予定種目】30Ｍ走、ボール投げ、幅跳びなど
【参加費】無料
　　　　 （全員に参加賞と記録証を用意します。）
【申し込み・問い合わせ】２月28日（土）から３月15
日（日）までに、町営体育館（担当：吉田）へお申し
込み下さい。

○全日本アンサンブルコンテスト岩手県大会
・フルート三重奏　　　【金賞】雫石中
○全日本アンサンブルコンテスト岩手県大会盛岡支部大会
・フルート三重奏　　　【金賞】雫石中
・サクソフォン四重奏　【銀賞】雫石中
・クラリネット三重奏　【銀賞】雫石中
○全日本吹奏楽コンクール岩手県大会　 【銅賞】雫石中
○全日本吹奏楽コンクール盛岡支部大会【銀賞】雫石中
○全国中学校人権作文コンテスト岩手県大会
　　　　　　　　　　　【奨励賞】高橋　千里

○岩手県小中学校新聞コンクール
・中学校・スクラップ部門　　 【最優秀賞】丸山　　周
・中学校・個人新聞の部　　 　【優秀賞】　 谷藤　　遥
○わたしの主張盛岡西地区大会【優良賞】　 安本　遥香
○第67回岩手芸術祭　　　　　 【芸術祭賞】丸山　　周
○中学生の税についての作文
　　（主催：全国納税貯蓄組合連合会・国税庁）
【優秀賞】佐々木　七夕
【会長賞】 櫻田佳太郎／加藤瑞華／志田浩気／鷲津加子

雫中生が文化面でも大活躍！各種コンテスト・コンクール結果報告（敬称略）報告

＊インドア・ベースボールとは？
ゴム製空気ボールとプラスティック製バットを使用して行
う「室内野球」です。

【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！
☆（一財）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/

【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
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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！

①東北中学校スキー大会　１月23日（金）～25日（日）
1）アルペン競技
・男子回転　　　　　　 【３位】天川　直紀　【７位】土樋　　迅
2）クロスカントリー競技
・男子５km×４リレー　【６位】村田　涼輔、小坂　辰明、橋本　　創、田邊　　凌
・女子３kmクラシカル　【８位】上川原　遥
・女子３km×３リレー　【３位】高橋　朱凜、上川原　遥、小田　綺花

②岩手県中学校スキー大会（全国・東北大会出場分）　１月11日（日）～14日（水）
1）アルペン競技　　
・男子回転　　　　　　 【１位】天川　直紀　【２位】土樋　　迅　【５位】川代　　迅
・男子大回転　　　　 　【４位】天川　直紀
・女子回転　　　　　 　【３位】佐藤　詩帆
2）クロスカントリー競技
・男子５kmクラシカル　【１位】田邊　　凌　【２位】小坂　辰明　【３位】村田　涼輔
・男子５kmフリー　　　【１位】田邊　　凌　【４位】村田　涼輔　【５位】小坂　辰明
・男子５km×４リレー　【１位】村田　涼輔、小坂　辰明、橋本　創、田邊　凌
・女子３kmクラシカル　【２位】高橋　朱凛　【３位】小田　綺花　【４位】上川原　遥　
・女子３kmフリー　　　【２位】高橋　朱凛　【３位】小田　綺花　【５位】上川原　遥　
・女子３km×３リレー　【１位】上川原　遥、小田　綺花、高橋　朱凜
3）ジャンプ競技
・スペシャル・ジャンプ　【６位】村上　優空

県中学スキー大会総合の部で雫中女子優勝、男子準優勝！スポーツ大会結果報告（※敬称略）

③第53回雫石町民スキー大会（クロスカントリー）　1月24日（土）
部　門 第１位 第２位 第３位

小学１・２年女子 村田　桃華（大村小） 村田　　蒼（大村小）
小学１・２年男子 高橋　來夢琉（大村小） 北田　理久（御明神スポ少） 松ノ木　佑太（御明神スポ少）
小学３・４年女子 細川　心菜（南畑スポ少）
小学３・４年男子 天瀬　海斗（御明神スポ少） 天瀬　颯太（御明神スポ少） 沼野　滉平（御明神スポ少）
小学５・６年女子 桐山　はる菜（上長山小） 藤本　妃香里（大村小） 天瀬　吏那（御明神スポ少）
小学５・６年男子 古川端　晴輝（御明神スポ少）新里　岳士（御明神スポ少） 田沼　虎亜（御明神スポ少）
小学女子リレー 大村小学校 雫石あねっこーず
小学男子リレー 御明神スポーツ少年団Ａ 大村小学校 御明神スポーツ少年団Ｂ

④第53回雫石町民スキー大会（アルペン）　１月31日（土）
部　門 第１位 第２位 第３位

小学１・２年女子 平野　ひまり（雫石小） 土樋　　燕（下長山小） 和田　舞咲（雫石小）
小学１・２年男子 小笠原　和飛（南畑小） ハクセル将来ソア（上長山小） 細川　愛希（雫石小）
小学３・４年女子 滝沢　真結菜（上長山小） 柿木　唯那（下長山小） 神田　結衣花（雫石小）
小学３・４年男子 林崎　耀裕（下長山小） 袖林　凌馬（西根小） 井畑　悠太（七ッ森小）
小学５・６年女子 伊藤　結衣（七ッ森小） 岩井　紅葉（下長山小） 小林　かのん（雫石小）
小学５・６年男子 横欠　秀斗（雫石小） 中村　涼真（雫石小） 高橋　優斗（雫石小）
中学女子 佐藤　詩帆（雫石中） 佐藤　友香（雫石中） 三上　怜依南（雫石中）
中学男子 土樋　　迅（雫石中） 天川　直紀（雫石中） 晴山　波輝（雫石中）
成年女子 上野　小春（町スキー連盟） 土樋　三起（西根小教） 大庭　玲菜（雫石小）
成年男子２部 小林　正人 村田　憲悦（下長山小） 菅原　浩樹（雫石中）

報告
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～　教育委員会諮問機関　委員を公募します　～
機　関　名 町公民館運営審議会委員 町社会教育委員

委員の役割 館長の諮問に応じ、公民館における各種事
業の企画実施について調査審議を行う。

①社会教育に関する諸計画を立案する。
②会議を開き、諮問に応じ意見を述べる。
③職務を行うために必要な研究調査を行う。

募
　
集

　
要

　
項

募集人員 各１人
任　　期 平成27年４月１日から２年間
募集期間 ３月16日（月）必着
応募資格

（次の項目を
満たす方）

①雫石町在住の20歳以上
② 応募日現在、町の他の付属機関の委員になっていないこと
③ 平日の日中に開催する会議（年２回）に出席できること

応募方法 官製はがきに希望する委員名を明記し、①住所　②氏名　③年齢　④性別　⑤電話番号
応募動機を簡潔に記入の上お申し込みください。

その他 選考結果は後日、申込者ご本人にお知らせします。
申し込み・
問い合わせ

〒020‒0555　雫石町上曽根田114番地
　雫石町中央公民館（692‒4181）

〒020‒0595　雫石町千刈田５番地１
　雫石町教育委員会社会教育課（692‒6413）
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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！

報告 住みよい地域づくりのために 雫石町女性のつどい2015開催　～２月１日（日）

　教育委員会では、学校芸術鑑賞事業として「東京アカデ
ミック管弦楽団」によるコンサートを開催しました。この
管弦楽団の代表を務めている七澤英貴さんが当町の観光大
使であるご縁で、今回のコンサートが実現したものです。
　当日は、町内小学校の５、６年生と雫石中学校の１、
２年生を含めた600人が鑑賞しました。弦楽器、管楽器、
打楽器それぞれの紹介、耳にしたことのある名曲の演奏、
小・中学校音楽会で歌う「歌よ　ありがとう」の全体合唱、
指揮者体験コーナーなど、１時間程度ではありましたが大
変充実した内容で、鑑賞した全員が楽しめたコンサートで
した。

　町の女性５団体（町婦人会・JA 新いわて女性部雫石支
部・商工会女性部・町母子寡婦福祉協会・町交通安全母の
会）が主催する女性のつどいが、野菊ホールを会場として開
催されました。
　遠野市出身の落語家・六華亭遊花さんによる「なまって　
笑って　コミュニケーション」と題した講演では、落語のエッ
センスを取り入れた素朴な東北弁でのお話に、会場内が笑い
で溢れました。
　深谷町長による「これからの町政の在り方」と題した講話
では、他自治体からの大雨・洪水災害からの復旧支援や町の
財政状況について紹介しながら、今後の町政の方向性などを、
熱意をもって伝えられました。
　また、雫石保育園の演舞では、園児のかわいらしい動きで
会場内に歓声や拍手が響き、町婦人会とＪＡ新いわて女性部
は工夫を凝らした演舞で来場者を引き込んでいました。

雫石っ子に本物の音楽を♪学校芸術鑑賞コンサート開催　～１月26日（月）報告
あいさつをする七澤代表と
深谷町長

指揮者体験をする児童

雫石保育園児による演舞

落語家
六華亭遊花さん
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広報「教育しずくいし」３月号は　３月12日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　自己啓発のために勉強をし、先日試験に挑んできました。結果
はまだ出ていませんが、自己採点によると合格には一歩届かず（泣）
といったところでしょうか。しかし、勉強するにつれ、どんどん知識
が増え、難解だった問題が解けるようになってきたことに気づき、
積み重ねの大事さを再認識できました。次回は合格するぞー！（Ｎ）

　今年度も残り２ヶ月。小日谷地遺跡の出土資料整理に邁進中。
限られた期間で大量の情報から遺跡の性格をどう導き出すか？本
編２ページにある「読む力」に加え、あるものから情報を「読み
取る力」の重要さにも気づかされながらの毎日です。（Yasu）

次回は雫石高等学校からの情報をお送りする予定です。

～二つの宝～ 南畑小学校　校長　髙橋　司

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№117　南畑小学校　編～

　南畑小学校には、二つの宝があります。
　一つ目の宝は、「南畑堰賛太鼓」という名称の創作和太鼓です。
昭和62年、当時本校に勤務していた縣二三男先生（毎年、学習発表
会にいらしていただいております。）が学区を巡る逢滝堰、高藤堰、
野曽木堰を讃えることを目的として始められました。以来、27年に
わたって児童が先輩から後輩へと、そして、本校に勤務の教諭が引
き継ぎ、指導して脈々と今日まで続いています。当初は、高学年だ
けが行っていたようですが、児童数の減少により、今では全校児童
で取り組んでいます。入学間もない１年生も、５月の運動会では保
護者や地域の方々に披露して大きな拍手をいただいています。

　今年度は、「和太鼓の魅力と奥深さ」を児童にもっと分かってもらうために、
二つのことを行いました。一つは、復興教育の一環として３年生以上の児童
が７月に陸前高田市を訪問した際に、同じく創作和太鼓を行っている陸前高
田市立米崎小学校と和太鼓の交流を行ったことです。陸前高田市は、毎年「全
国太鼓フェスティバル」が開催されるほどの和太鼓が盛んな地域です。米崎
小学校は、児童数も多く、レベルもとても高くて圧倒されましたが、本校の
太鼓をとても喜んでくれました。二つ目は、10月の学習発表会に花巻市の大
人の和太鼓グループ「満月組」をゲストとして招待したことです。いろいろ
な種類の太鼓をいろいろなスタイルで楽しませてくれる「満月組」の皆さん
に、すっかり魅了されました。本校の児童も、とても刺激を受けました。

　二つ目の宝は、本校から徒歩で歩ける近さにある特別養護老人ホーム
「日赤鴬鳴荘」との交流を継続して行っていることです。毎月の誕生会
には、低、中、高学年が交代で訪問活動を行っています。また、花植え、
運動会等の鴬鳴荘の年間行事に参加しているほか、本校の運動会、学習
発表会には入所者の方々を招待しています。入所者の方々は、本校児童
の訪問を心から楽しみにしています。本校児童の語りかけや歌などに涙
を流します。このような、入学当初からの継続した交流を積み重ねるこ
とにより、本校の児童には、ボランティアの心が自然に育まれていきます。
　本校に引き継がれてきた二つの宝を、これからも大切にして絶えるこ
となく続けていきたいと思っております。

● ２～３月の主な行事予定 ●
【２月】
14日㈯ 雫石フットサル大会（小学生・15日まで）
21日㈯ 町長杯中学校バレーボール大会（22日まで）
23日㈪ 教育委員会議
 2015全日本ジュニアアルペンスキー選手権大

会兼「’93世界アルペン開催記念大会」第22
回全日本選抜ジュニアスキー大会（28日まで）

28日㈯ ドリームカップ岩手県小学校バレーボール６
年生大会（３月１日まで）

【３月】
１日㈰ 雫石高校卒業式
６日㈮ ことばの教室修了式
７日㈯ 雫石冬期室内陸上記録会
８日㈰ 雫石インドア・ベースボール特別大会
14日㈯ 雫石中学校卒業式
 雫石フットサル大会（一般・15日まで）
18日㈬ 小学校卒業式（南畑・安庭）
19日㈭ 小学校卒業式（七ツ森、下長山、西根、御明神、大村）
20日㈮ 小学校卒業式（雫石、上長山）
21日㈯ 雫石冬期室内陸上記録会
23日㈪ 教育委員会議
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