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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」
＜今月のプレゼント＞ 味力レストラン雫　小寺料理長おすすめ

抽選で上記メニューの引換券をそれぞれ１名様に進呈します。
さあ！迷わず４ページをチェック！

今月から紙面が大幅リニューアル！

情報が満載！

雫石の

平成27年度新企画スタート！

2015.4 No.121雫石町教育委員会広報紙

教育しずくいし

雫石トマトスープカレー デザート・クレープシュゼット
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雫石町ミニバスケットボール少年団　全国大会出場リポート ！

雫石町教育委員会表彰で町内５団体・12個人が受賞 ！ 

〔３月28日～30日〕

〔３月26日〕

〔受賞者（団体・個人名）及び受賞理由　（敬称略。所属
及び学年は３月現在のもの。）〕
●下長山小学校第５学年（第64回全国小中学校・PTA
新聞コンクール小学校学習新聞の部　理想教育財団
賞）／●下長山小学校（学校図書館の整備及び学校・地

　この表彰は、町の教育及び文化の発展に著しく寄与し
た個人・団体に対して行うもので、町の表彰基準見直し
後、平成25年度から実施しています。平成26年度は団体・
個人合わせて17組が晴れて受賞となり、上野宏教育委員
長から表彰状が贈られました。

　岩手県ミニバスケットボール交歓大
会で優勝した雫石町ミニバスケット
ボールスポーツ少年団が、全国ミニバ
スケットボール大会に出場しました。
週２回２時間という限られた練習の中
で手にした全国の舞台です。
　試合では、香川県代表、長崎県代表

域との連携による読書の推進活動が平成27年度子どもの読書活動優秀実践校として受賞決定）／●御明神小学校児童
会（平成７年から環境美化のためアルミ缶回収を実施。収益金で車いすを購入し、福祉施設へ寄贈。＊表紙写真）／
●大村スポーツ少年団（第25回全日本ローラースキー大会小学女子３キロクラシカル総合優勝（藤本妃香里〔大村小
６年〕・桐山はる菜〔上長山小５年〕・村田美月〔大村小５年〕））／●雫石町ミニバスケットボールスポーツ少年団（第
46回全国ミニバスケットボール大会岩手県代表）／●佐々木響子〔雫石小３年〕（第16回ショパン国際ピアノコンクー
ルアジア大会コンチェルトⅠ部門奨励賞ほか）／●諏訪由奈〔雫石小１年〕（ヨーロッパ・ジュニア・ピアノコンクー
ル東京地区大会小学１、２年部門　金賞）／●米澤ゆりや〔雫石小６年〕（ローランド・ピアノミュージックフェスティ
バル東北本選小学生部門B　優秀賞）／●米澤まりや〔雫石中２年〕（ローランド・ピアノミュージックフェスティバ
ル東北本選中学生部門　最優秀賞）／●横欠秀斗〔雫石小６年〕（第９回全国小学生アルペンスキー大会　大回転６年
男子の部優勝）／●十二林莉香〔西根小６年〕・小西光〔安庭小６年〕（「NPBガールズトーナメント2014」女子野球
全国大会・岩手県選抜チーム「イーハトーブ岩手 i‒GIRLS」に参加）／●櫻田拓海〔西根小５年〕（第33回全日本ク
ラブ卓球選手権大会岩手県代表）／●天川直紀〔雫石中３年〕（平成26年度東北中学校スキー大会アルペン・男子スラ
ローム第３位）／●高橋朱凛〔雫石中３年〕・上川原遥〔雫石中１年〕・小田綺花〔雫石中１年〕（平成26年度東北中学
校スキー大会クロスカントリー・女子リレー第３位）／●上中屋敷拓志・倉橋正斗〔ともに雫石高２年〕（第29回東北
高等学校選抜ボート大会男子ダブルスカル優勝。第26回全国高等学校選抜ボート大会男子ダブルスカル第４位ほか）／
●土樋三起〔西根小教諭〕（平成26年度県民スキー大会クロスカントリー成年女子B（５ｋｍ）第２位ほか）

と対戦し、２戦とも惜しくも敗れましたが、選手たちは、バス
ケットボールの聖地と呼ばれる東京・代々木体育館で全国の強
豪と対戦し力を出し切り、悔し涙の中にも達成感に満ち溢れた
顔をしていました。また、在京雫石町友会の方も応援にかけつ
けてくださり、雫石町の団結力の強さを感じた全国大会でした。
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できごと紹介　2015.3

その他、こんなことがありました…
〔６日〕ことばの教室修了式。〔７日〕子ども会新育成会長・リーダー研修会に合わせて69人が参加し、子ども会
活動について学ぶ。〔14日〕 雫石中学校卒業式。171人が晴れて卒業。〔15日〕 滴石史談会歴史講座開催。約40人が
「伏 （ふせがめ）」などが出土した小日谷地ⅠB遺跡の調査成果を共有。〔17～20日〕町内各小学校卒業式。合
わせて147人が卒業。〔21～31日〕第15回ドイツ友好都市青少年留学の翼事業で中高生８人がドイツの文化に触れ
る（＊広報しずくいし掲載）。

坂本義信総監督による
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しずくいしの教育

特 集 ①　教育委員会の仕組みが変わる　教育委員会制度改革の概要とは？
②　平成27年度雫石町教育施策方針（要約）

　教育委員会制度を抜本的に見直す「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が、４月１
日から施行されました。この法律の趣旨は、教育の政治的中立性等を確保しながら、迅速な危機管理体制を構築し、
首長との連携強化を図るとともに、国の関与の見直しを図ることです。
　町教育委員会としても、新制度の趣旨を踏まえ、町長との連携を強化してまいります。

　次代を担う子どもたちを健やかに育てることは未来への投資であり、今後、より一層、学校、家庭、地域及び行政
が一体となって相互の信頼関係を確かなものとし、本町の教育行政に全力を尽くしてまいります。

≪教育委員会制度改革とは？≫
　現行の教育長と教育委員長を統合した新「教育長」の創設や、
首長が主宰する「総合教育会議」の設置が柱で、首長の権限を
強化、首長と新教育長の責任を明確化し、いじめ問題など緊急
事態の発生時にも的確に対応できるようにするものです。
　新教育長は教育委員会の代表者と位置付けられ、首長が議会
の同意を得た上で直接任免するため、教育行政に首長の意向を
反映させやすくなります。
　当町では、今年度から首長と教育委員会で構成される総合教
育会議が設置され、教育に関する「大綱」の策定等が行われま
す。なお、教育長と教育委員長が一本化されるのは、現在の吉
川教育長の任期満了時（平成29年12月25日）になる予定です。

 ①　教育委員会の仕組みが変わる　教育委員会制度改革の概要とは？

 ②　平成27年度雫石町教育施策方針（要約）

【学校教育の充実　―４つの環境づくり―】
●確かな学力を育む環境づくり
　家庭学習の習慣化に向け、学校と家庭が協力して取り組みます。中学校では、学力向上指導員を５教科に配置し、
学力向上と授業力向上に取り組みます。
●豊かな心を育む環境づくり
　児童生徒が相談しやすい環境を整備します。不登校対策のための教職員研修の充実に取り組みます。
●健やかな体を育む教育環境づくり
　家庭と連携し、生活習慣の改善に取り組みます。地元食材の利用を進め、食文化等への関心や理解が深まるよう
努めます。
●効果的な教育環境づくり
　各学校に携帯電話等を活用した「学校連絡網システム」を導入します。小学校統合は統合準備委員会を設置し、
具体的な協議を進めます。中学校ではスーパーエコスクール実証事業を活用し、学校図書館等を整備します。
【社会教育の推進】
○町民が自主的に学習できるよう、多種多様な学習機会を提供します。
○公民館では、各種講座を開設し自主的なサークル活動を支援します。
○図書館では、町民ニーズに適切に対応し生涯学習を支援します。
○子ども、学校、家庭、地域、行政の５者で地域の課題解決に向け教育振興運動に取り組みます。
○ホームページと広報「教育しずくいし」の充実に取り組みます。
【文化芸術の振興と文化財の保護・保存及び活用】
○町民が特色ある地域づくりに寄与するため、各種文化芸術団体等を支援します。
○町民に発表の場と優れた文化・芸術鑑賞の機会を提供します。
○音楽のすばらしさを体感するため、東京芸術大学合宿招聘事業に取り組みます。
○文化財の保護・継承等に努めるとともに、貴重な観光資源として活かします。
【生涯スポーツの振興】
○関係団体と連携し健康づくりのためのスポーツ・レクリエーションを推進します。
○町体育協会を軸に競技スポーツの振興に努め、指導体制や支援体制を強化します。
○平成28年度に開催する岩手国体等に向け、会場及び周辺環境の整備を進め支援します。
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今月の一冊・新着図書・イベント情報　－雫石町立図書館－
【HPアドレス】 http：//library.town.shizukuishi.iwate.jp 【問】019‒692‒5959

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

『いわて歴史探訪』（岩手日報社）
　県内の歴史の優れたエピ
ソード、あまり知られていな
い話が取り上げられた一冊。
雫石町からは、「七ツ森」「春
木場」「秋田戦争」「橋場駅跡」
の４つの史跡が登場していま
す。これらのエピソードを知
ると、何気なく通り過ぎてい
る場所がもっと身近になるか
もしれません。

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。

○しずくいしおはなし会
日４月25日（土）10：00～　場 町立図書館
「里の春、山の春」新美　南吉／作
「さるのオズワルド」エゴン・マチーセン／作　ほか

○たんぽぽおはなし会
日４月16日（木）10：30～　場 中央公民館
えほん「きいろいのは　ちょうちょ」
パネルシアター「まってます」
こうさく「こいのぼりをつくろう！」　ほか

○つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日５月 1日（金）10：30～　場 健康センター

○第57回子ども読書週間「本はきらきら万華鏡」
日４月23日 (木)～５月12日 (火)

　児童書・ヤングの2014年にたくさん読まれた本の「ベ
ストランキング展」を開催します。

☆ボランティア大募集中！ 詳しくは図書館まで。
・よみきかせボランティア「しずくいしおはなし会」
・よみきかせボランティア「たんぽぽおはなし会」
・学校図書館の整備＆本の修繕「しずくいし図書隊」

【協賛懸賞品ご提供者】味力レストラン雫
（雫石町寺の下46-3／TEL：080-1693-5849）

ご提供ありがとうございました！
正解者の中から抽選で、
「雫石トマトスープカレー引換券」を１名様に、
「クレープシュゼット引換券」を１名様に差し上げます。

読書の壺　今月のこの一冊

イベント情報・募集とお知らせ

聞いて楽しいおはなし会

平成27年度新企画！ 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！

協賛懸賞クイズ・知ってる？資料館「今月の一品」

【 問題】ともに竪穴住居跡の床下から4,500年あまりの時を
超え出土した土器で、流麗な渦巻き模様が特徴です。「伏
（ふせがめ）」と呼ばれています。さて、この土器が出

土した町内の遺跡の名前は？

（ア）板橋Ⅲ遺跡　（イ）小日谷地ⅠB遺跡　（ウ）桜沼遺跡

【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　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、４月28日
（火）（必着）までに社会教育課「教育しずくいし」担当あ
て応募してください。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５月号で紹介します。お楽しみに！

小学生対象

幼児対象

乳幼児対象

読み聞かせ

こうさく
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　歌が上手くなりたい、歌が好きな子、みんな集まれ！友だちと一緒に、楽しみながら合唱を学ぶことがで
きます。12月の発表会は野菊ホールで開催！１人１人が主役になります。
日　時 ５月９日（土）　＊以降毎週土曜　10：30～12：00
場　所 中央公民館
対　象 町内の小中学生
費　用 １人１ヶ月1,000円
申　込 ５月１日（金）までに中央公民館へ
　　　　（692-4181／受付：平日9：00～17:00）

★総合運動公園・屋外体育施設　利用開始日のご案内
　〇陸上競技場（芝生部分）５月１日（金）　＊トラック部分は利用できます。
　〇テニスコート　４月25日（土）
　〇野球場、グラウンドゴルフコース、各地区運動場　４月18日（土）　

＊工事のため御明神運動場は使用できません。

　150本の桜が咲く雫石川園地から対岸にかけ、およそ150匹の鯉のぼ
りが大空を泳ぎます。掲揚式には安庭小学校２～４年生が参加し、鯉
のぼり掲揚のお手伝いやヤマメの放流を行う予定です。
日　時 ４月27日（月）　10：30～11：30
　　　　＊鯉のぼり掲揚期間は５月上旬まで
場　所 雫石町下久保・雫石川園地（雫石駅から南に徒歩５分）
問い合わせ 社会教育課（692-6413）

日　時 ５月２日（土）　＊以降毎月第１土曜　10：00～15：00
内　容 ①５月２日　バウエルンマーレライ（ドイツの伝統的トールペイントです。今回は竹炭に描きます。）
　　　　②６月６日　一閑張①（ザルやかごに和紙を張ろう）
　　　　③７月４日　一閑張②（柿渋を塗ろう）
　　　　④９月５日　和紙作り①（こうぞ、麻、草花で和紙を作ろう）
　　　　⑤10月３日　和紙作り②（紙すき用すのこをススキで作ってみよう）
　　　　⑥11月７日　リース作り（自然素材で作ってみよう）
講　師 ①猫平亜子さん（ドイツ本場仕込みの先生です）　②～⑥小田晴世さん（元・歴史民俗資料館指導員）
対象・定員 どなたでも・各回先着15人
費　用 各回1,000円（材料費ほか）
申　込 随時、歴史民俗資料館へ（692-3942・担当：奥村・菅原／受付：木曜以外9：00～16：00）

少年少女合唱教室

雫石川に鯉のぼりを泳がせよう　掲揚式

歴史民俗資料館・遊びのファンクラブ
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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

イベント・催事情報

お　知　ら　せ

★生涯学習に関係する各種講演会や発表会　★サークル・団体のメンバー募集　★芸術・文化活動の成果発表
などなど

「みんなが主役　誇らしく心豊かなまち　しずくいし」につながる情報をどんどん掲載します！
　＊内容及び紙面の都合上、掲載をお断りする場合があります。また、記事内容は一任していただきます。
【問い合わせ】社会教育課「教育しずくいし」編集担当（692-6413）

【講座・イベント情報をお寄せ下さい】【講座・イベント情報をお寄せ下さい】【講座・イベント情報をお寄せ下さい】
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①不審者情報等の連絡体制について
委員 先日、滝沢市で強盗事件が発生し、容疑者がしば
らく逮捕されなかった。そういった場合の保護者等へ
の連絡体制はどうなっているか。
教委 今回の対応は、送られてきた情報を各学校へ
ファックス送信し、その情報を基に集団下校をするな
ど各校が個別に対応いたしました。現在、保護者等へ
の情報伝達は、学級ごとに電話連絡網を使用している
学校がほとんどです。電話連絡では連絡が滞ることも
考えられますので、各種情報をメールで一斉送信する
システムの導入を検討しております。

 教育委員会定例会リポート（２・３月）
― その１　議案編（３月定例会）　以下の案件が可決されました。 ―

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
２．課長の人事に関し議決を求めることについて

― その２　質疑応答編（２月） ―
②東京芸術大学合宿招聘事業について
委員 毎年実施しているこの事業には小岩井農場まきば
園や野菊ホールでのコンサートも含まれており、児童
生徒が本物の音楽に触れる貴重な機会だと思う。例年、
お盆直前の週末開催だが、平成27年度はいつ開催する
予定か。
教委 野菊ホールでのコンサートは、８月２日を予定し
ております。委員ご指摘のとおり、児童生徒にとって
大変貴重な機会だと思いますので、行政区及び地区ご
とのＰＴＡ行事に盛り込んでもらうなどのＰＲもして
いきたいと考えております。

　このほかにも、平成27年度教育施策の方針、教育委員会の事務事業に関する点検・評価、特別支援学級の状況、雫
石小ことばの教室の運営、小学校統合へ向けた今後の取り組み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）

教育委員会定例会リポート／教職員人事異動紹介／就学援助等希望者募集教育行政・学校のページ

①奨学資金貸付制度
【募集対象者】高等学校以上（専修学校等を除く）に在学し、
本人または家族の住所が町内にある学生・生徒
【 申込期限】５月７日（木）………学力・経済状況等を審査の
うえ、６月に採用者を決定します。

【利子】無利子
【 返済期間】高校や大学を卒業後、貸付期間の４倍の期間（例：大学４年間×４＝16年間）
【申し込み・問い合わせ】学校教育課（692-6412）
②就学援助制度
【 制度の内容】経済的な理由で就学困難な小中学生の保護者を援助し、義務教育を受けられるようにする制度です。
学用品費、修学旅行費、給食費などを援助します。
【申し込み】お子さんの通学している学校　【問い合わせ】通学先の学校または学校教育課（692-6412）

どうぞよろしくお願いします ！ ～平成27年度教職員人事異動（転入・着任）紹介

奨学資金・就学援助制度の27年度希望者を募集しています
学校 公立 私立

高等学校 15,000円以内 20,000円以内
高等専門学校 18,000円以内 －
短期大学 25,000円以内 30,000円以内
大学（昼間部） 30,000円以内 35,000円以内
大学（夜間部） 15,000円以内 25,000円以内

紹介

お知らせ（募集）

　このたびの定期人事異動に伴い、下記の先生方が転入・着任されました。雫石の子ども達のため、そして町の教
育行政進展のため、どうぞよろしくお願いします。（敬称略。【学校名】職名：氏名の順に掲載。）
【雫石小】校長：齋藤卓也／主幹教諭：大澤滋／教諭：雨森秀子・
堤栄美子・澤田早苗／養護教諭：駒木キミヨ【上長山小】副校長：
柴田智子【下長山小】事務主任：阿部恵美子【西根小】校長：阿部悟／
副校長：深野淳／教諭：和山真一【御明神小】校長：吉田信也／副
校長：舞良昌孝／教諭：高橋淳【橋場小】校長：石原文子／副校長：
下村俊英／教諭：國井知栄・坂下和泉／養護教諭：猪又和歌子【大
村小】校長：千葉愛子／教諭：髙橋雄賢・高橋よしえ【南畑小】校
長：寺澤貴裕／教諭：小笠原武・後藤広美【安庭小】校長：髙橋司／
教諭：佐々木学・小岩美恵／養護教諭：深沢佳世子／事務主査：畠
山真仁【雫石中】主幹教諭：三田地優／主任事務主査：髙橋修
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「小さな学校の大きな力」に称賛あれ 橋場小学校校長　角館まり子

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　橋場小学校 編

しずくいしギャラリー －本人（○）と先生（◆）から感想も伺いました－

　平成26年度は、県費教職員が３人減、５・６年生在
籍無しという厳しい状況でしたが、保護者や地域の
方々のご協力をいただきながら、11人の子ども達を輝
かせることができました。
　中でも、文化面でのチャレンジは素晴らしかったで
す。文化面でのコンクールに応募し、全員が入賞を果
たすことができたのです。
　また、学校全体でも、「県読書感想文コンクール学
校奨励賞」、「青少年赤十字活動表彰」「体力テスト県
指標達成認定証」と、知・徳・体のバランスよく受賞
できたことも橋場小ならではの誇らしい宝です。
　小さな学校の大きな力を発揮する橋場っ子に拍手を
お願いいたします。

このページの原稿は３月に頂きました。よって、職氏名・学年・記事内容はすべて３月時点のものです。

４年　千葉　朝陽　「万能木箱」
○かべかけは、小さな木片がいろいろ
あったので、楽しくなって「どんぐりと
山ネコ」と作りました。木箱は、のこぎ
りで切ったり、くぎを打ったりするのが
おもしろかったです。うまくくぎを打て
ないところもありました。
◆壁掛けは、学区にあるおりつめ木工さ
んからいただいた木片を使って作りまし
た。いろいろな種類の木片があるので、
とても楽しく作ることができました。そ
のあと、設計図を書いて、本格的に使え
る作品作りに挑戦しました。

４年　萩臺　眞耶
「村人を助けて喜ぶ八郎」

○この絵は、「八郎」という民話を読ん
で描いた物語の絵です。村人を助けるた
めに海に飛び込んだ八郎は、自分は助か
らなくても村人のためになることができ
たことがうれしくて、きっとにっこりほ
ほえんだと思います。
◆文章には、「ほほえんだ」という言葉
はないのですが、眞耶さんが自分なりに
読み取った内容をよく伝わるように表現
できたと思います。この絵はMOA絵
画雫石町長賞を受賞しました。

４年　高見　唯稟「勇往邁進」
○私は、自分の目標に向かって、わき目
も振らず、まっすぐに前進したいので、
２分の１成人の誓いとして、「勇往邁進
（ゆうおうまいしん）」という４字熟語を
選びました。５年生になったら、児童会
長の仕事をがんばりたいです。
◆去年４月にタイから転入した唯稟さん
は、初めて書写の学習をしました。とて
も興味を持って取りくんだので、筆づか
いにも慣れ、みるみる上達して、こんな
に堂々とした素晴らしい字を書くことが
できるようになりました。

がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

子どもたちの力作を紹介します

新コーナー開館！

シリーズ「輝」
№119

学年 氏　名 受 賞 内 容
１ 赤渕　康洋 県読書感想文：入賞
２ 千葉　太智 全国俳句展：佳作
２ 千葉　光智 県書写硬筆：特選
２ 新里　美鈴 町交通安全作文：入賞
２ 高見　柚名 少年少女の詩：入選
３ 新里　侑真 MOA絵画：特別賞
３ 安本　空良 少年少女の詩：江間章子賞
３ 小赤澤　煌 賢治感想文：優秀賞
４ 千葉　朝陽 県良書感想文：最優秀賞
４ 高見　唯稟 県食育標語：特別賞
４ 萩臺　眞耶 MOA絵画：雫石町長賞
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　リニューアルした教育広報はどうでしたか？私のおすすめコー
ナーはもちろん「編集担当「N」の小部屋」でしょうか（笑）やっ
てみて実感したのがインタビューの難しさ。質問力を向上させて、
みなさんの所にどんどんお邪魔していきたいと思います！（Ｎ）

　先月の予告どおり、自分の中ではどーん！とリニューアルした
今月号。新企画をたくさんスタートさせましたが、目玉はやはり
協賛懸賞クイズでしょうか。最初のうちは応募総数も少ないと思
うので、逆に当選確率が高いかも？ぜひご応募ください！（Yasu）

シリーズ対談・編集担当「N」の小部屋
〈第１回〉　「雫石町ジュニアリーダーズクラブSKY」初代会長　臺

だい

野
の

　茉
ま り か

莉佳さん

臺野さんありがとうございました！SKYに関する問い合わせは会員または社会教育課に気軽にどうぞ！

新コーナー開始！

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！

聞いてきました！

　ジュニアリーダー（以下：JL）とは、中高生で構成されるボランティアグループ
に加入している生徒をいい、全国各地でクラブが立ち上げられています。雫石町ジュ
ニアリーダーズクラブSKY（小山田美咲さん会長、現在会員29人）は、月１回の定
例会を開催し、レク体験などを通じ、リーダーとしての資質を高め、富士市・雫石町
少年交流事業や軽トラ市といった町内のイベントを中心に活躍しています。活動開始
10年目という節目を迎えるSKYの発起者で初代会長を務めた臺野茉莉佳（旧姓：中
村）さんに、当時を振り返りながらお話を伺いました。

（Ｎ）まったくゼロか
らのスタートだったと
聞いていますが、きっ
かけは何ですか？
（臺野さん：以下（臺））
中学２年の時、先生か
ら県 JL 大会について
聞き、どんなイベント

か分からないまま参加してみたのですが、県内の JLが一堂
に集まる福祉イベントで大いに刺激を受け、「雫石にも絶対
つくりたい！」と燃え上がり、情報収集し役場に電話しました。
（Ｎ）中学生で役場が窓口だと分かるのもすごいですね。そ
の後はどうなったのですか？
（臺）電話やメールでやり取りをして設立に向けてのアドバ
イスをもらい、友人と相談を重ねて、担当課職員の方との打
ち合わせに臨みました。何度も打ち合わせをし３か月後には
設立総会を開き、正式にSKYを発足しました。とんとん拍
子で奇跡かと思いました！
（Ｎ）SKYという名前も臺野さんたちが決めたと聞いていま
すが、由来は何ですか？
（臺）広い空のように、広く活動できるように、将来この活
動が空のように広がっ
ていって欲しいという
考えからです。社会に
出てみると、JL の活
動のおかげで頑張れて
いる自分がいます。
（Ｎ） 活動の中で一番印象に残っていることは何ですか？
（臺）最初の富士市・雫石町少年交流事業です。設立総会か

ら３日後に交流事業があ
り、何百人の前でレクリー
ダーをしました。SKY の
中では自分がリーダーだったのに富士市の JLに怒られて、
自分の力を思い知りました。新しい課題にぶつかり、自分た
ちはどうしていこうかという方向性が見えてきた活動でした。
（Ｎ）JL の活動で心掛けていることはありますか？

（臺）１つ目は、絶対
に怒らないこと。怒る
のではなく、説明して
促す、気づかせるとい
うことを心掛けていま
す。２つ目は、失敗も
成功もさせること。自
分にも言えることなの

ですが、怪我をしないと防ぎ方が分からないし、成功しない
と自信をつけることができないからです。
（Ｎ）大人ですね（しみじみ）。JLの活動の良さは何ですか？
（臺）まずは、人の気持ちを考えられるようになります。定
例会でみんな意見を出すのですが、お互いに意見を認め合え
ます。他にもいろいろありますが、クラスの盛り上げ役も心
に傷を負っている子も受け入れる居場所がSKYです。
（Ｎ）町民のみなさんに伝えたいことはありますか？
（臺）もしも、0.1%でもSKYに興味があれば見に来たり、
会員に話しかけたり、ちょっとアタックしてみてほしいです。
SKYはみなさんが想像しているよりも10倍楽しいことをし
ているので、その芽をつぶさずに、ちらっとでも来てもらえ
ればうれしいです。やりたいことがあるときは、やってみた
ら意外とできますよ。本気になれば、なんでもできる！

あとがき
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