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〔解　説〕
「神楽」という言葉は、天上の神々が降りた際

に身を宿らせるところという意味の「神座」（カ
ムクラまたはカンザ）が語源ともいわれています。

山祗神楽は、江戸時代（寛文年間）、繋にあっ
た正福院というお寺の山伏が大村地区の若者に教
え踊らせたのが始まりとされています。

以来、300年以上の長きに渡って伝承され、特
にも最近は地域の若い世代を中心に活発な伝承活
動が展開されています。

毎年11月23日開催の雫石町無形文化財芸能祭で
は、大村小学校児童による「鶏舞」と、保存会の
大人たちによる荘厳な舞がともに披露されます。

新生「雫石町」
50周年 スポレクいわて 校舎内禁煙

広報「教育しずくいし」
平成17年度は「民俗芸能」を表紙に飾ります。
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レースは、ハーフの部を皮切りに、
10km、４km、３km、家族ペアの順に
スタートし、選手は、優勝・完走などそ
れぞれの目標に向かってゴールを目指し
ました。
参加が200人を超え、最も多く選手が

出場したハーフの部では、目移和行選手
（上野沢）が２位に入賞しました。
レースを終えた選手たちには町婦人団
体連絡協議会から豚汁が振舞われまし
た。
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～4～5月　
教育委員会関係事業トピックス

町営陸上競技場を発着点に町内周回コースで開催され、
当日はあいにくの雨模様となりましたが、県内外から約
950人のランナーが集まり力走しました。
開会式では、家族ペアの部参加の簗場修さん家族（長根）

が元気いっぱいに選手宣誓をしました。
開会式後には雫石高校郷土芸能委員会によるアトラクシ

ョン、上駒木野参差踊が披露され、参加者を魅了しました。

自転車の交通ルールをしっかり学びました

「将来の夢」発表に温かい拍手
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雨の中力走するランナーたち

熱演！上駒木野参差踊～雫石高校郷土芸能委員会



第１部では、雫石高校の生徒230名を対象に、薬
物の恐ろしさを生々しく教えていただきました。

使い続けるとどうなるのか、薬物から自分の体
を守るために断る勇気・逃げる勇気を持つこと、
そして何より、何でも相談できる本当
の友達を持つことの大切さを迫力ある
語り口で教えていただきました。

第２部では、町内小・中・高校の教
員160名に、教員としてどのように薬物
依存症を考えていけばいいのか教えて
いただきました。
�覚せい剤等の薬物への入口はたばこ

や酒であり、シンナー・覚せい剤へ
とたどること。

�薬物から子どもを守るためには、地
域社会が一丸となって連携を深める
しかないこと。

�薬物の恐ろしさを伝え、早期に治療

の場へと導いていくこと。
たくさんの資料やスライドをもとに、具体的な

事例をたくさん挙げながら教えていただきました。
子ども達の夢や希望、未来を大切にするために

薬物を使わせない取り組みの重要性を改めて実感
した講演会でした。

町では、文部科学省「薬物乱用防止教育支援体
制整備･活用モデル推進事業」の県内唯一の実践
地域として、平成16～18年度にかけて小・中・高
等学校が連携する「発達段階に応じた薬物乱用防
止教育の指導プログラム開発」を行っています。

保健劇など、先進的な取り組みをしている雫石
高校のすばらしい実践に学び、町が一体となり、
関係機関・地域社会や保護者との連携を深め、薬
物乱用防止教育を推進していきます。

今後ともみなさんのご理解とご支援をお願いし
ます。
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協力して働くことの大切さや郷土を
見つめ、愛する心の育成を目指して始
められた雫石中学校生徒による国道清
掃も今年で30回目を迎えました。
当日はあいにくの雨模様となりまし
たが、生徒は国道沿いやその周辺に落
ちているゴミを仲間とともに一生懸命
拾い集めました。

中央公民館で開催されたこの研究会で、今年度の重
点は次の２点と決まりました。
①児童生徒の学力向上を一層推進すること。
②薬物乱用防止教育を推進すること。
開会行事後、「薬物依存症について」と題して、薬

物依存症リハビリ施設である茨城ダルク代表の岩井喜
代二氏から２時間にわたり講演が行われました。
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全校リレー！　「はい！バトンタッチ」

「
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いさつで始まりました。先生の元気な声につられ
て、子ども達の声も自然と大きくなりました。

この日の学習は、全校での集会と各学級での学
習でした。

全校での集会では、ゲームを行いました。
初めに、Joe先生の動作を見ながら、グーは

「stone」、パーは「paper」、チョキは「scissors」
と一語ずつ真似して言いました。次に、先生の

「stone,paper,scissors,go.」の掛け声に合わせて、
じゃんけんゲームを行いました。先生に勝った人
が、続けてじゃんけんをしていきました。

「stone,paper,scissors,go.」と、じゃんけんが
終わるごとに、「わあ。」と歓声が上がりました。

なかなかそろわず、小さかった掛け声も、ゲー
ムが進むにつれて、

「stone,paper,scissors.｣
「stone,paper,scissors!」
「stone,paper,scissors!!」と体育館中に響き渡
る声でそろうようになっていきました。また、ゲーム
のスピードに合わせて掛け声に早さも出てきました。

じゃんけんゲームをする中で、体と耳で、
「stone」は石、「paper」は紙、「scissors」はハサ
ミとそれぞれの言葉を身につけた子ども達でした。

上長山小学校　教諭 八重樫　深雪
Joe先生： Hello!（こんにちは！）

Children： Hello!!（こんにちは!!）
Joe先生： How are you?（元気？）

Children: I'm fine thanks.（元気です！）

今年のJoe先生との学習も、Joe先生の元気なあ

�学校評議員について
設置について各学校はどのような認識を持

っているのか。
ぜひ必要であるという認識を持ち設置を希

望している学校もあり、逆にすでに地域との
連携がとられているとの認識から設置を希望
しない学校もあります。

今年度設置を希望している学校はどこか。
雫石小・七ツ森小・安庭小・御明神小と中

学校の計５校です。

�世界アルペン記念スキー大会について
参加人数の動向はどうなっているか。
今回の参加人数は、男子115人・女子57人

の計172人です。おおむねこの前後で推移し
ていますが女子が若干減少傾向にあります。
なお、今回岩手県勢が初めて優勝しています。

�社会教育委員の選考について
応募の状況と選考理由について伺いたい。
応募人数は１人でした。昨年度、県の事業

の関係で地域教育推進員として勤務した実績
もあり、適切と判断しました。

�教科書選定について
手順はどのようになっているのか。
教科書採択協議会が６月に８町村で発足し

審議が行われ、７月に採択決定の予定です。

�学校の適正規模について
各学校の児童数が減少してきている。学校

が適正規模として運営できるのか。学校統合
等何らかの方向性を示していかなければなら
ないのではないか。

児童数減少に伴う学校運営・統合等につい
ては白紙です。複式学級の指導方法も研究さ
れ、複式であるがゆえに自主的に行う学習態
度が身に付くメリットもあります。また、子
どもの教育の場として以外にも役割を果たし
ているため安易に統合は考えにくいですが、
今後検討が必要になってくると思われます。
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……委員からの質問・意見

……事務局の回答
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～質疑の内容

教育委員会議は非公開事件以外傍聴できます。
詳しくは学校教育課（TEL ６９２-２１１１内線２９４）
までお問い合わせください。

Joe先生との楽しい授業風景
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○新生「雫石町」50周年を記念し、町づくりの主
人公である町民が「一日議員」になり、町政への
質問や提言をしていただく機会として「しずくい
し町民議会」を開催します。
議事は一般質問形式とし、答弁には町長をはじ

めとする町当局があたります。
町政についてさまざまな観点から質問や意見を

出し合ってもらえるよう取り組み、開催後は報告
書にまとめ、今後の住民との協働事業の参考にし
ていきたいと考えております。

○11月19日（土）開催の上記「しずくいし町民議
会」の「一日議員」を次のとおり募集します。

【 募　集　要　項　】
【応募資格】町内に住所を有する20歳以上の方
【募集人数】議員定数18人のうち６人
【応募方法】ハガキに「しずくいし町民議会　一

日議員志望」と明記し、住所・氏名・
年齢・性別・電話番号をご記入の上、
「〒020-0595 雫石町千刈田５番地１
雫石町教育委員会」あて郵送下さい。

【締　　切】７月15日（金）必着
【そ の 他】応募者多数の場合は抽選とします。
【問い合わせ】社会教育課（TEL 692-2111内線288）

○新生「雫石町」50周年と、平成17年３月２日に
「イーハトーブの風景地　七つ森」が国の名勝に
指定されたことを記念して開催する事業です。

【期　日】10月15日（土）予定
【場　所】アルペン記念公園発着

（コース全長約８km）
【問い合わせ】社会教育課（TEL 692-2111内線282）

○歴史と伝統に培われた、優れた文化資源をもう
一度掘り起こし、光をあてることで「雫石町のよ
さ」を再発見しようという企画です。
今年度は町内の文化資源の掘り起こし作業を計
画しており、９月にも事業着手できるよう現在構
想をまとめているところです。
「この事業に参画してみたい」、「協力したい」

という方、気軽に社会教育課までお問い合わせく
ださい（TEL 692-2111内線284）。

岩手県ウォーキング協会主催による「岩手路ウ
ォークラリー」を開催！コースは、ＪＲ雫石駅を
スタートし小岩井農場まきば園をゴールとする約
15kmです。このコースは「美しい日本の歩きた
くなるみち500選」に選ばれました。
気軽にご参加いただき、ウォーキングの魅力を

体験してください。
【日　時】6月23日（木）

午前８時20分　雫石駅集合
【参加費】300円（傷害保険料・運営費）
【持ち物】飲み物・昼食・雨具・保険証など
【申し込み】事前申込は不要です。

当日集合地点にお集まりください。
【問い合わせ】盛岡市ウォーキング協会

（TEL 623-5886）

今年度第３回を迎える雫石町民劇場では、演劇
に関心のある方を募集します。今回は、故郷を愛
し、雫石を救った村長の奮励物語を上演予定です。
【公演日】平成18年２月11日（土）
【演　目】七ツ森払い下げ秘話「山よ!!風よ!!」
【募集種目】
①キャスト（配役は実行委員会で決定します）
②スタッフ（美術・音響・照明・衣装・小道具・

メイク・装置）
【応募要件】雫石町在住または勤務で、10月初旬

からおおむね毎週水曜日午後７時～
９時までの稽古に参加できる人

【申し込み】７月15日（金）から８月９日（火）ま
でに中央公民館へ（TEL 692-4181）

※応募多数の際は選考することがあります。

特集

「賢治と歩く小岩井農場を巡るみち」
ウォーキングに参加しませんか？

「一日議員」を募集します！

第３回雫石町民劇場　参加者募集！

�主催事業情報

�協賛事業情報（参加者募集）



自然・教育・文化・伝統芸能などさまざまな分
野の講座を開設し、町民の皆さんに学習の場を提
供していきます。本年度は年 4 回開催します。
第 1 回は「自然学講座」です。岩手山の歴史

と関係がある「虫たちのつぶやき」に耳を傾けて
みませんか。
【日　時】 6 月30日（木）午後１時30分～３時30分
【場　所】中央公民館大会議室
【定　員】100人（先着順）
【演　題】講演「雫石の虫たちのつぶやき」
【講　師】根口 勉さん（滝沢村保育協会理事長）
【申し込み】 6 月27日（月）までに社会教育課へ

（TEL 692-2111内線284・288）

全国的にも珍しい貴重なチョウ「チョウセンア
カシジミ」が羽ばたく季節が近づいてきました。
この観察会で、チョウの不思議な生態を学んでみ
ませんか？
【日　時】６月25日（土）

午前11時～12時30分（雨天中止）
【場　所】七ツ森生息地　現地集合・解散

（雫石町七ツ森墓地公園となり）
【講　師】尾形　洋一さん

（チョウセンアカシジミの会代表）
【定　員】25人
【申し込み】 6 月23日（木）

までに社会教育課へ
（TEL 692-2111内線284）

７月は「からむし」の茎から糸をつくります。
８月は草木染を楽しみましょう！

【日　時】（7月）７月17日（日）・24日（日）
（8月）８月7日（日）

各回午前９時～午後３時
【場　所】雫石町歴史民俗資料館・曲り屋
【持ち物】昼食・ゴム手袋・ゴム長靴（共通）

剪定バサミ・帽子（７月）
染めたい物（ 8 月）

【受講料】７月は各回1,500円　8 月は1,000円
【定　員】 7 月は各15人

８月は10人（いずれも先着順）
【申し込み】資料館へ（TEL 692-3942・木曜休館）

親子で楽しく手づくりのおやつを作ってみませ
んか？簡単で超おいしい「肉まん」を作ります。
【日　時】 6 月26日（日）

午前 9 時30分～12時
【場　所】御所公民館
【対　象】小学生以下の園児・児童とその親
【講　師】長瀬　裕子さん（町内舛沢行政区在住）
【受講料】500円程度（１人あたり）
【定　員】先着12組
【持ち物】エプロン・三角布
【申し込み】 6 月13日（月）から22日（水）までに

御所公民館へ（TEL 692-2214）

ハーブ利活用方法を学ぶ初心者向けの教室に参
加してみませんか？

【日　時】 6 月29日（水）～ 7 月27日（水）
毎週水曜日　午前10時～12時（全5回）

【場　所】御明神公民館
【内　容】ハーブの植え方、活用の仕方（調理など）
【講　師】遊亀　晴夫さん（日本ハーブ園）
【受講料】無料（ただし各回材料代別途）
【定　員】15人
【申し込み】 6月20日（月）から24日（金）までに

御明神公民館へ（TEL 692-3228）

～テーマ「二戸市・九戸村の歴史と文化を訪ねて」～
【日　時】６月22日（水）

午前７時30分　雫石町役場前集合
【行き先】二戸市（浪打峠・九戸城跡ほか）

九戸村（折爪岳・長興寺・九戸神社・
政實首塚ほか）

【参加費】2,500円（当日申し受けます）
【定　員】40人（先着順）
【申し込み】 6 月17日（金）までに社会教育課へ

（TEL 692-2111 内線288）

広報●教育しずくいし●2005●6●No.8●

6

ハーブ教室の様子
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【小　説】
黄昏に歌え……なかにし　礼

第二次世界大戦
当時、満州で暮ら
していた著者は、
日本の敗戦により、
翌年日本に引き上
げてきた。

14歳違いの兄が生活の面倒を見
てくれたが、彼は事業に失敗し莫
大な借金を背負った。
シャンソンの訳詞、作詞は次々

と大ヒットを飛ばして、数々の賞
を受けるが…
デセプション・ポイント（上・下）
…………………ダン・ブラウン

社外取締役………………牛島　信
哀歌（上･下） ………曽野　綾子
花輪茂十郎の特技……佐藤　雅美
義経……………………宮尾登美子

（１）当町の現状
（町内の小学３・６年及び中学２年の全児童生徒を
対象に昨年７月に実施した調査の主な結果から）

�本を読むことが好きか。（好きという回答）
小３：72.0％　　小６：52.7％　　中２：22.2％
�６月の１ヶ月間の読書冊数（０冊という回答）

小３：7.1％　　 小６：4.5％ 中２：47.5％
�６月の１ヶ月間の読書冊数（１～５冊という回答）

小３：39.5％　　小６：68.2％　　中２：48.0％
�１回の読書時間（30分以内という回答）

小３：62.6％　　小６：51.7％　　中２：47.0％

（２）子どもたちの読書向上を図るために…
�学校では
ア：「読書の時間」の設定を図ります。
イ：「推薦図書の紹介」を推進します。
ウ：「読み聞かせの時間」の設定を図ります。
エ：「読書冊数コンクール」を推進します。

読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのでき
ないものであると言われていますが、昨今子どもの「読書離れ」や「活字離れ」が指摘されています。
そこで、教育委員会では当町独自の「雫石町子ども読書プラン」を策定しました。以下にその一部を紹介します。

�家庭では
ア：「親子読書の時間」の設定を図ります。
イ：「読書についての話し合い」を推進します。
ウ：親子で一緒に「良書の選定」を図ります。
�地域では
ア：「読書に取り組む運動」を推進します。
イ：長期休業中に「読書活動の日」を推進します。
�図書館では
ア：乳幼児への「読書の楽しみ」を推進します。
イ：各学校への「本の巡回」を推進します。
ウ：児童生徒へ「図書館事業のアピール」を図ります。
エ：「推薦図書の紹介」を推進します。
オ：児童生徒の「調べ学習」を支援します。

これらの方策を受けて、現在学校・図書館で
は取り組みを進めています。

各家庭･地域でも特段のご協力をお願いします。

【一般書】
成すべきを成す………加藤　剛一
私の夢　俺の希望
……瀬戸内寂聴・義家弘介対談

ヒルズな人たち
IT業界ビックリ紳士録…佐々木俊尚

IT業界で活躍す
る10人の人物（堀
江貴文、三木谷浩
史、孫正義など）
が、どのようにし
て事業を成功に導

いてきたかを、一人ずつにスポッ
トを当てながら書き表している。
僕、9歳の大学生 ………矢野　祥
キャッシュカードがあぶない
………………………柳田　邦男

いい老人 悪い老人…鈴木　康央
さおだけ屋はなぜ潰れないのか？
………………………山田　真哉

最新版山野草大百科
………久志　博信・内藤登喜夫

【児童書・ヤングアダルト】
Soul surfer（ソウル サーファー）
…………べサニー・ハミルトン

つるばら村のはちみつ屋さん
………………………茂市久美子

ぼくらは、信じる　立ち向かう、
犬と人間の物語………大島　まや
バカなおとなにならない脳
………………………養老　孟司

小・中・高校
生が学校の先生
や自分の親など
の話に疑問を感
じ著者に質問し
たことに対して、
丁寧に答えたこ

とがまとめられている。
おひさまようちえんとひみつのと
もだち…………………斉藤　栄美
義経と弁慶……………谷　　真介



６月
12� スポーツエアロビックフェ

スティバル in IWATE 2005
16� おはなしたまてばこ
23� 小学校陸上記録会
25� 読み聞かせ会
29� 教育委員会議
30� 米国ランドルフ中学校訪問

団来町（～７／６）
７月
１� 小学校低学年芸術鑑賞教室
２� 小学校一斉授業参観日
21� おはなしたまてばこ
23� 雫石町スポーツ・レクリエ

ーション健康祭
23� 読み聞かせ会
26� 教育委員会議
28� 富士市・雫石町少年交流事

業（～7／31）
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町公民館並びに町立図書館で
は、６月から８月にかけて下記の
とおり工事の実施を予定しており
ます。ご不便をおかけいたします
が、ご理解とご協力をお願いします。

＜予定している工事＞
・中央公民館トイレ改修工事
（ウォシュレットトイレ及びオ
ストメイトトイレの設置）

・中央公民館外構工事
・御明神公民館トイレ改修工事

（身障者用トイレの設置）
・図書館自動ドア設置工事

詳しくは中央公民館（TEL 692-
4181）までお問い合わせください。

平成18年度から使用する中学校
教科用図書の展示会が行われま
す。

あとがき
校庭の万国旗が木々の緑に映え、子ども達の

元気な声と応援する皆様の声とが校庭に響き、
地域と一体になった運動会が町内小中学校で行
われました。薬物乱用防止教育もこのような展
開となることを願っています。（璋）

この広報ももう第８号、ようやく紙面もまと
まってきた気がしますが、認知度が…。「教育」
というとどうしても堅いイメージがつきもので
すが、実はとても身近なものだと思うのです。
要するに、「みなさん、見てくださいね！」
（Yasu）

広報作成に携わり、限られた枠の中で表現力
豊かに分かりやすく伝わる文章を作成する難し
さと同時に楽しさや充実感も覚えました。これ
を機に、自分自身の表現力も向上していけたら、
と思います！（HaR）

また、会場には保護者等の意見
を反映できる「意見箱」を設置し
ています。

ご覧いただきご意見をお寄せく
ださい。

＜展示会場＞
盛岡教科書センター

（盛岡地区合同庁舎８階　盛岡
教育事務所内）※他２会場あり

＜開催期間＞
６月17日（金）～７月６日（水）

（土・日を除く）

社会教育課では、平成12年度か
ら町内にある遺跡の所在やその内
容を調べる事業を進めています。

調査は主に地表の観察で、腕章
等身分を証明するものを付けて行
いますので、確認のための畑地な
ど土地への立入及び聞き込み等へ
のご理解とご協力をお願いします。

詳しくは社会教育課（TEL 692-
2111内線284）までお問い合わせ
ください。

４月28日から図書館の新しいホ
ームページが立ち上がり、当館の
蔵書検索が可能になりました。
・必要な本があるかどうか、貸出
が可能かどうかすぐに分かります。
・県立図書館等、県内の図書館の
蔵書検索も可能ですので、当館所
蔵以外の本を借りたい時はご相談
ください。

また、このページで図書館のい
ろいろな情報をお知らせしていき
ますので、どんどんアクセスして
ください。
＜ホームページアドレス＞

http：//www.lib-shizukuishi.jp
詳しくは図書館（TEL 692-5959）

までお問い合わせください。

◆ 
◆ ◆ 

◆ 
◆ 
◆ 

◆ 
◆ 
◆ 

◆ 
◆ 
◆ 
◆ 

●数字は図書館休館日 
■数字は県営屋内温水プール休館日 
◆数字は歴史民俗資料館休館 

　　　　    6　月 
 日 月 火 水 木 金 土 
 　 　 　 １ ２ ３ ４ 
 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

　　　　    8　月 
 日 月 火 水 木 金 土 
 　 １ ２ ３ ４ ５ ６ 
 ７ ８ ９ 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

　　　　    7　月 
 日 月 火 水 木 金 土 
 　 　   　 １ ２ 
 ３ 4 ５ ６ ７ ８ ９ 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
   25 26 27 28 29 30

（6～8月） 

24 
  31

　開館時間 
 
図　　書　　館　9：00～17：00（水・金曜日は18時まで） 
歴史民俗資料館　9：00～16：00 
県営屋内温水プール （夏季営業時間変更） 
　　　　7/15まで　月～土曜日　13：00～20：00 
　　　　　　　　日・祝祭日　10：00～17：00 
　　　7/16～8/30　月～土曜日　10：00～20：00 
　　　　　　　　　日・祝祭日　10：00～17：00 
 
 

広報「教育しずくいし」次号は８月11日（木）発刊!

町公民館並びに
図書館での工事のお知らせ

中学校教科用図書の
展示会があります！

町内遺跡詳細分布調査への
ご協力をお願いします

町立図書館に新しい
ホームページができました！


