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〔解　説〕
せりふを語りながら人形と小道具を巧みに操る

人形芝居は、今では県内でも３団体のみに伝承さ
れている貴重な存在です。
その一つとして町内に伝わる安庭あやつり人形

芝居は、秋田県指定文化財であり全国的にも有名
な猿倉人形芝居の系統と言われています。
現在主に上演されている「貫哲坊

かんてつぼう

曲
きょく

芸
げい

手
て

踊
おど

り」
は、修行中のお坊さんと若い娘さんの物語で、演目
最後の傘踊りが特にも見どころになっています。
この見応え十分の人形芝居は、毎年11月23日開催
の雫石町無形文化財芸能祭で見ることができます。

新生「雫石町」
50周年

スポレクいわて
10/1～10/4

校地内禁煙
10月から
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～6～7月　
教育委員会関係事業トピックス

気合十分の選手宣誓

風にたなびく
手づくりの旗

今年もたくさんのチョウが舞いました

おじいさん、おばあさんたちとの楽しいふれあい

日頃の練習の成果を発揮！　～女子バスケ

ウォーキングは
身近で簡単にできる健康法

ニギニギ体操で健康増進！

日本の文化をたくさん学びました

「
ト
ン
キ
ー
よ
永
遠
に
！
」
に

感
動
の
涙
…

2005雫石町スポーツ・レクリエーション健康祭が町
総合運動公園で開催されました。
ニュースポーツ、ウォーキング、体力テストなどの

ほか、健康普及に関するコーナーやビンゴ大会が行わ
れ、大いに盛り上がりました。



訳）雫石のすべての生徒達とそのご両親、そして
住民の皆様へ
私の人生の中で最も素晴らしいであろう３年間

を与えて下さったことに心から感謝しています。
私は、ここ雫石にいる間、本当に楽しい時間を過
ごすことができました。
７月の終わりに私が雫石を去る時、私は、驚く

ほどたくさんの素晴らしい思い出と体験の数々を
持ち帰ることでしょう。また、このたくさんの思
い出は、いつの日か雫石へ再び帰ってくるよう、
私を導くでしょう。私が雫石に帰ってきたときは、
どうか私を思い出して下さい。
そしてその日まで、挑戦し続けて下さい。勉強

でもスポーツでもあなたの趣味のことで何であっ
ても、いつも挑戦し続けて下さい。
また会いましょう！

ジョー・ハクセル

Joe先生３年間ありがとうございました。今後の
ご活躍を期待いたします！
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児童生徒の英語力向上はもとより、本町の国際
化・活性化に多大な貢献をされた英語指導員のジ
ョセフ・ハクセル先生が任用期間終了により帰国
することになりました。
ここに先生からのメッセージを紹介します。

To All the Students, Parents and people of the
Community:
Thank you for perhaps the greatest three years
of my life. I have had such a wonderful time while
being here.
When I leave Shizukuishi at the end of July, I will
take away many , many great memories and
experiences. These memories will lead me to
return to Shizukuishi one day. When I return
please remember me.
Until then, keep challenging! Whether it is in
studying, sports or your hobbies… Always keep
challenging!!!
See you again,

Joe

いつも楽しい授業をしてくれたJoe先生

役場での見送り、笑顔のJoe先生と美穂子さん夫妻

昭和46年、雫石町上空で全日空機・自衛隊機衝突事
故が起こり、多くの方が犠牲となりました。
富士市・雫石町少年交流事業は、この事故の教訓を

後世に伝えるため33回忌を契機として昨年から始ま
り、今年は雫石の子ども達43人が静岡県富士市を訪れ、
交流を深めてきました。
最初は少し緊張気味でしたが、日程が進むにつれて

富士市の子ども達やホームステイ受け入れ先の家族と
もすっかり仲良くなっていきました。
見知らぬ家庭でのホームステイはもちろん、漁船乗

船体験としらす漁見学、製紙工場見学、富士登山、お
茶摘み体験と、３泊４日の研修はどれも初めて経験す
ることばかり。
子ども達は、みんな元気に４日間を過ごすことがで

きました。
来年は、富士市の子ども達が雫石町にやってくる予

定です。

よろしくね！ホームステイ受入れ式

お茶の名産地ならではの茶摘み体験
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放課後の練習や遠征活動、他の地域との練習試
合やスキー合宿など、スポーツ少年団にかかわる
活動を通して、子ども達は多くの大人や他校の子
ども達と接しながら、自分の力を伸ばし、世界を
広げています。
子どもには「自分と向き合い、くじけそうにな
る弱さに負けない強い心をもつこと。友達と励ま
し合い、協力することのすばらしさを知ること。」
と励ましています。
地域・保護者・学校・社会の連携の大切さがい
われている今、それぞれの場で学んだことを還元
し合いながら、これからも多くの目と手と声とと
もに子ども達の輝きを育んでいきたいです。

下長山小学校　教諭 佐藤　直子

本校には、伝統ある野球・バレー・相撲・スキ
ーの４つのスポーツ少年団があり、多くの子ども
が加入し活発に活動しています。この他に町内の
スポーツ少年団に参加したり、冬休み中はスキー
合宿に参加する子どももあり、学校生活以外でも
継続的に運動しています。
活動の様子から子ども達が多くの地域の皆さん

に見守られ、育てられていることを強く感じます。
バレーや野球は町内の学校との合同チームになっ
ていますが、他の地域の皆さんもその子に合った
励ましの声をかけたり、世話をしてくださいます。
指導されている方と話すことで、子どもの新た

な面を教えられたり学ぶことも多いです。
温かな眼差しは、スポ少の時だけでなく子ども

会の活動や通学路での挨拶など日常生活との関わ
りでも生かされています。

�公民館運営審議会委員について
公募の状況について伺いたい。
応募者は１名でした。

�教科書採択について
教科書採択についての意見はどこに提出す
ればよいのか。
教科書センターの意見箱に入れて頂きま

す。出された意見はすべて採択協議会に提出
されます。

�雫石中ゴミゼロ作戦について
どこの企画で雫石中がやっているものなの
か。また、日程の決め方について伺いたい。
「ゴミゼロ作戦」は、昭和52年から実施し
ている中学校の単独事業です。現在は、５月
30日の「ゴミゼロの日」を目途に実施してお
りますが、今年はテスト等の関係で日程が変
わりました。国土交通省のバックアップのも
とに、環境対策課・教育委員会が協力して実
施しています。

�２学期制の導入について
２学期制についてどう考えているか。
新聞掲載記事等により町民からも質問がき
ています。導入によるメリット・デメリット
があります。授業時数は増えますが、諸行事
との関係もあり町単独では出来ません。ただ、
学力向上を進める上で今後検討は必要です。
授業時数が不足している問題の解決への手
立てと２学期制導入について
本当に２学期制が必要なのか、長期休業の
短縮をした方がいいのか、どのようにして授
業時数を確保するかなどを含め、慎重に検討
します。

委

答

……委員からの質問・意見

……事務局の回答

答

委

答

委

答
委

委

答

委

答

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。

熱心な指導で確かな技術が身につきます
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第18回全国スポーツ・レクリエーション祭（ス
ポレクいわて2005）が10月１日（土）から４日
（火）まで県内18市町村を会場に開催されます。
雫石町では、10月２・３日に町営体育館でエア

ロビック大会が開催されます。
開会式のアトラクションでは、わかば幼稚園の

園児や雫石高校の生徒による雫石の四季を表現し
た踊りが披露されます。
この大会で行われるのは、エアロビックの中で

もチームエアロビックと呼ばれる競技で、３人か
ら５人のチーム編成で演技を競います。
大会は２日が規定演技、３日が自由演技とテレ

ビでおなじみの知念かおるさんによるレッスンな
どが行われます。このレッスンは今回初めて行わ
れるプログラムで、一般の方も自由に受けられま
す。ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

大会には、町内からのチームも出場します。チ
ーム名は「Orange Drops」、みなさん応援してく
ださいね！

また、大会期間中、運動公園内において地場産
品の販売や郷土芸能のアトラクションなど交流イ
ベントも併せて開催いたします。
【問い合わせ】全国スポレク祭雫石町実行委員会

（TEL 692－2111 内線283）

自然・教育・文化・伝統芸能など多分野に渡る講
座で町民の皆さんに学習の場を提供する「町民講座」。
第２回は「移動教室」です。藤沢町大籠のキリ

シタン殉教公園・資料館を中心に歴史と文化を学
んでみませんか。
【期　日】 9月 8日（木）
【時　間】午前8時30分　雫石町役場前集合
【行き先】藤沢町　大籠キリシタン殉教公園ほか
【コース】役場発８：40→藤沢町文化交流センター

11：30（昼食）→大籠キリシタン殉教公
園12：45（見学）→出発13：30→役場着
16：30

【定　員】先着40人
【参加費】1,500円（昼食含む）当日申し受けます。
【申し込み】9月 2日（金）までに社会教育課へ

（TEL 692－2111内線284・288）

【日時・場所】10月24日（月）雫石公民館
25日（火）御所公民館
27日（木）御明神公民館
28日（金）西山公民館

【時　間】午後7時～9時
【内　容】「教育全般について」語りましょう。

＊どなたもお気軽においで下さい！
【問い合わせ】学校教育課へ

（TEL 692－2111内線294）

今回は手軽でおいしい「おだんご」を作ります。
【日　時】①9月2日（金）午前9時30分～12時

②9月3日（土）午前9時30分～12時
【場　所】御所公民館
【対象及び定員】
�一般の方どなたでも　先着20人
�小学生以下の園児・児童とその親　先着12組

【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）
【申し込み】 8月22日（月）から30日（火）までに御

所公民館へ（TEL 692－2214）

～からむし（芋麻）の茎から糸を作ろう～
9・10月は、からむしの茎から採った繊維を、

糸（糸おみ）にしたり、撚（より）をかけたりします。
【日　時】 9月11日（日）・10月 9日（日）

ともに午前9時～午後3時
【場　所】雫石町歴史民俗資料館
【持ち物】昼食・エプロン
【費　用】1,000円（講師謝礼）
【定　員】それぞれ15名
【申し込み】資料館へ（TEL 692－3942・木曜休館）
◎あそびの学校も、皆さんのご協力で80回を迎え
ることが出来ました。10月 8 日（土）、 9日（日）
の両日、曲り屋でこれまでの作品展示と写真展を
開きます。
ぜひ、いらして下さい。

息もぴったり！雫石町チーム「Orange Drops」

オレンジ　 ドロップス
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○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する機会として開催
する事業です。
現在「一日議員」を選任中で、今後は開催に向

けて事前研修などを行う予定となっております。
【期　日】11月19日（土）
【場　所】雫石町議会議場（町役場３階）
なお、この町民議会は公開で開催します。開催

当日の多くの町民の来場をお待ちしています。
【問い合わせ】社会教育課へ

（TEL 692－2111内線288）

○町のシンボルでもある七ツ森が国の名勝に指定
されたことも併せて記念し、元気で明るい健康長
寿社会の実現と、町の優れた歴史景観の再発見の
ため開催する事業です。
【期　日】10月15日（土）
【場　所】アルペン記念公園発着

（コース全長　約８km）
【コース】アルペン記念公園→七ツ森森林公園

→御所湖畔→長根→雫石駅南
→アルペン記念公園

【定　員】200人（予定）
○詳細につきましては９月号町広報と本紙10月号
でご案内します。
【問い合わせ】社会教育課へ

（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。
この企画は、5年をかけて以下のように進めて

いきます。

詳しい内容と今年度の進め方は、近日中に行政
区長を通じてお知らせする予定です。
また、「ふるさと再発見委員会」の委員も引き

続き募集しています（ 3人程度）。年齢・職業等
問いません。ふるさと雫石に愛着のある方、ぜひ
一緒に「雫石町のよさ」を再発見しましょう！
【委員の応募及び問い合わせ】
社会教育課へ（TEL 692－2111内線284）

第
29
回
町
民
文
化
講
演
会

講師　林　隆三氏
1943年東京生まれ、66年俳優座養成所を卒業。77年

「竹山ひとり旅」で第1回日本アカデミー賞主演男優賞受賞。
NHK大河ドラマなど、テレビ、映画、ミュージカルなどへ
出演する一方で、CD文庫等のナレーションや全国ツアーの
コンサートを行うなど多彩な活躍をしている。

【プログラム】
◆　賢治童話の朗読「虔十（けんじゅう）公園林」
◆　ミニトーク
◆　賢治童話の朗読「鹿（しし）踊りのはじまり」
◆　林隆三さんへの質問コーナー
◆　ピアノ弾き語り

・中央公民館・各地区公民館
・村上写真館 TEL 692－2277
・JA新いわて役場出張所 TEL 692－5137
・カワトクプレイガイド TEL 651－1111
・大通佐々木電気 TEL 623－3431

プレイガイド

好評発売中！

無
料
託
児
室
あ
り

（
事
前
申
込
み
要
）

10月7日（金）
午後6時30分開演（午後6時開場）

雫石町中央公民館　野菊ホール
【入場料】一般前売　 1,000円（当日1,200円）

高校生以下前売500円（当日 600円）
全　席　自　由

特集

☆しずくいし町民議会

☆名勝「七つ森」指定記念
ファミリーハイキング

☆ふるさと再発見事業
（スタートアップ事業）
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【小　説】53冊
震度０（ゼロ）…………横山秀夫
逃亡くそたわけ…………絲山秋子
下妻物語・完…………嶽本野ばら
心霊探偵八雲３…………神永　学
花まんま…………………朱川湊人
世界中が雨だったら……市川拓司
赤絵の桜…………………山本一力
死神の精度……………伊坂幸太郎
AMEBIC ……………金原ひとみ
ジイジ　孫といた夏……野依美幸
鬼哭青山遥かなり………北上秋彦
シリウスの道……………藤原伊織
ダウン・ツ・ヘヴン……森　博嗣
ソウルで逢えたら………松岡圭祐
極点飛行…………………笹本稜平
切れない糸………………坂木　司
あなたとどこかへ…吉田修一ほか
すきまのおともだちたち…江國香織
藩医　宮坂涼庵………和田はつ子
蒲公英草紙………………恩田　陸
ライヴ…………………山田　悠介
宮廷女官チャングムの誓い
（上・中・下）………ユ・ミンジュ

【一般書】33冊
救命センター当直日誌…浜辺祐一
手のひらに乗る贅沢が好き

…………………中山　庸子
花巻・北上・遠野・和賀・稗貫の歴史　

…………………郷土出版社
奇跡の６日間…アーロン・ラルストン
いわての名峰徹底ガイド岩手山

…………………岩手日報社
長岡輝子の四姉妹……鈴木美代子
小さなビオトープガーデン…泉健司
白衣を脱いだらみな奇人…平盛勝彦
灼熱の迷宮から…………中野重平
空耳アワワ……………阿川佐和子
ありがとう○３…………赤羽みちえ
32歳ガン漂流Evolution…奥山貴宏
調理以前の料理の常識…渡辺香春子
子供の心の悩みと向き合う本

……………………森津純子
光とともに○８…………戸部けいこ
個人情報はこうして盗まれる

……………………萩原栄幸
重曹が効く！……主婦と生活社編
更年期障害　これで安心 …堀口雅子

【児童書・ヤング】171冊
蒼路の旅人……………上橋菜穂子
飼育と観察小学館の図鑑NEO

………………………小学館
忍たま乱太郎～こまつださんおい
だされるの段…………尼子騒兵衛
ほしのこルンダ……やなせたかし
21世紀こども百科　宇宙館

……………………小学館編
フェアリー・レルム（○1・○2）

…………エミリー・ロッダ
デルトラ・クエストⅢ－4

…………エミリー・ロッダ
リトルボーイ…………吉本直志郎
デモナータ1幕～ロード・ロス

……………ダレン・シャン
キャッチ ア ウェーブ…豊田和真
ちびくろ・さんぼ復刊版

……ヘレン・バンナーマン
みんなのなやみ２………重松　清
サナとはやしのぼうしやさん

………………なりたまさこ
うしろにいるのはだあれ　うみの
なかまたち…………ふくだとしお

雫
石
町
の
ど
自
慢
大
会

（ 5 /16～ 7 /16受入分）

★読者の感想『蒲公英草紙』
大正前期・山あいの集落が舞台。摩訶不思議な気持ちと、やさ

しく暖かい気分になる一方で、友人や子供を亡くす悲しさも強く
感じさせる作品でした。（40代・女性）

※平成17年度岩手県読書感想文

コンクール課題図書・第51回青

少年読書感想文全国コンクール課

題図書も購入しています。

子供からお年寄りまで、雫石町にゆかりのある人なら誰でも参加
できる「カラオケのど自慢大会」を開催！
ゲスト審査員として夫婦ユニット「ル・クプル」のヴォーカルで、

大ヒット曲「ひだまりの詩」で知られる藤田恵美さんらをお迎えし
ます。ふるってご参加ください！

●応募要項●
【出場資格】雫石町民または町内に勤務・通学している人、その他雫石町に
ゆかりのある人　先着100人（デュエット以上の人数の場合でも１人とみ
なします）
【応募方法】出場申込書（町公民館にて配布並びに 8 月第 4 週各戸配布予
定）により、9 月 1 日から25日までに中央公民館へ参加料1,000円を添
えて、お申込みください。
【表　　彰】
☆最優秀賞 1 人／トロフィー・表彰状・5万円相当の副賞
☆優秀賞 2 人／トロフィー・表彰状・1万円相当の副賞
☆特別賞 2 人／トロフィー・表彰状・5千円相当の副賞
【問い合わせ】中央公民館へ（TEL 692-4181）

●入場鑑賞チケット●
【発売方法】9月1日（木）から中央公民館・各地区公民館で発売開始
【料　　金】500円（全席自由）

10月16日（日）開催
午前9時30分開会
（午前9時　開場）

雫石町中央公民館
野菊ホール

【ゲスト審査員】
ヴォーカル　藤田　恵美さん
ギタリスト　小松原　俊さん



８月

16� 御明神夏まつり
★盆踊り大会・大抽選会

午後6時～　御明神公民館駐車場

★舟っこ流し・とうろう流し

午後8時15分頃～御明神大橋付近

★花火大会

午後8時30分頃～竜川河川敷

18� おはなしたまてばこ
25� 小学校水泳記録会
27� 読み聞かせ会
30� 教育委員会議
９月

15� おはなしたまてばこ
24� 読み聞かせ会
27� 教育委員会議
28� 橋場小学校学校公開
10月

4� 南畑小学校学校公開
9� 雫石中学校文化祭
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＜図書館協議会＞
図書館協議会は、町立図書館の運営を円滑に進

めることができるように置かれている組織です。
この協議会は５人の委員によって構成され、年

２回の会議では、教育長・図書館職員を含めて町
立図書館の運営に関わる事項について話し合いま
す。また、図書館から事業実績・事業計画をお知
らせするとともに、図書館奉仕に関わる事項につ
いて、意見をいただいています。
平成16年度～17年度の委員として委嘱されてい

るのは次の方々です。
小田靖子（学識経験者）・上野幸彦（社会教育

関係者）・根本忠夫（学識経験者）・岩持洋子（図
書館利用者）・小笠原千恵（町校長会）

＜体育指導委員協議会＞
体育指導委員は、スポーツ振興法により、スポ
ーツに深い関心と理解を持つ人の中から委嘱さ
れ、住民にスポーツに関する指導や助言を行うな
ど、普及・振興の役割を与えられています。
その活動は、「総合型地域スポーツクラブ」創

設への支援や、スポーツ少年団・地域行事などに
出向き軽スポーツを指導する出前型スポーツ教室
の開催、スポ・レク健康祭やさわやか健康教室等
各種事業への協力、指導技術向上や指導種目拡大
のための研修会への参加などです。
町民の皆さんの健康増進に役立つため、いつで
もどこでも出向いて指導しますので、お気軽にお
問い合わせください。
なお、平成17～18年度の委員として委嘱された
のは次の14人です。
伊藤正三（鴬宿）・小田島充（葛根田）・階幸男

（晴山）・長澤嶺生（七区）・袖林孝（上駒木野）・
星征一（まがき）・藤本和喜（男助）・大石俊治
（安庭）・曽根田利樹（林崎）・上田敦子（西根谷
地）・小田明子（下春木場）・佐々木真子（安
庭）・阿部勝喜（東町）・下川原麗子（上春木場）
【申し込み・問い合わせ】
体育指導委員協議会事務局（町教育委員会内）
（TEL 692－2111 内線282）

あとがき
夏の日差しを体一杯浴びて、子供達が元気に

遊んでいる姿に出会いますと、ホッとします。
日光浴、森林浴そして人間浴を大いに体験して
欲しいです。人間関係が希薄になっている昨今、
人間浴で人との関わりを豊かにしたいものです。
私も楽しく人間浴をしています。（璋）

その昔、雫石と田沢湖を結んだ秋田街道国見峠
越え。人々の記憶のかなたに忘れ去られようとし
ていた道の調査を進めていますが、行く度に、「昔
の人はよくこんな所を歩いたものだ。」と…。しか
もそれはつい数十年前までのこと。先人の労苦と
強さにただただ敬服するばかりです。（Yasu）

先日、私は「かわいそうなぞう」という絵本
を読み、心が洗われました。人それぞれに心の
癒しがあると思いますが、自分を見失ったり立
ち止まったとき絵本のような子どもの頃手にし
たモノに触れてみるのはどうでしょうか？
（HaR）

◆ 
◆ 

◆ 
◆ 
◆ 

◆ 
◆ 

◆ 
◆ 

◆ 
◆ 
◆ 
◆ 

●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 

　　　　   10　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 
 　 　 25 26 27 28 29

　　　　    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

　　　　    9　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

（8～10月） 

　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） 
　　　7/16～8/30　月～土曜日　10：00～20：00 
　　　　　　　　　日・祝祭日　10：00～17：00 
　　　　9/1～　　　 月～土曜日　13：00～20：00 
　　　　　　　　　日・祝祭日　10：00～17：00 
 
 

23 
  30

24 
  31

広報「教育しずくいし」次号は10月13日（木）発刊!

＜図書館からのお知らせです＞
６月から、「おはなしたまてばこ」の会場が中

央公民館２階の視聴覚室にかわっています。
まちがえずに来てくださいね！

図書館協議会・体育指導委員協議会の紹介


