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雫石の男よしゃれ・上長山角力
す も う

甚
じん

句
く

～平成10年11月23日雫石町指定無形民俗文化財

主体性をもち 創造力豊かな個性を育む ひとづくりのまち
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〔解　説〕
町内上長山地区には、現在でも数多くの貴重な

民俗芸能が保存・伝承されていて、中でも「雫石
の男よしゃれ（写真上）」と「上長山角力

す も う

甚句（写真
下）」は町の指定無形民俗文化財となっています。

「雫石の男よしゃれ」は、実は男踊りと女踊り
の２種類の形式がある「よしゃれ」の男踊りで、
男性のみが紋付・袴で踊る姿は、普段見る「よし
ゃれ」とはまた違った趣があります。

「角力
す も う

甚句」は、町内でも角力
す も う

が最も盛んだっ
た大正時代頃、巡業での酒宴の席で演じられてい
たものが上長山出身の力士によって地区に伝えら
れ、定着したといわれています。

どちらの演目も、毎年11月23日に開催される町
無形文化財芸能祭で見ることができます。

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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8～9月　
教育委員会関係事業トピックス

町を代表する行事にも積極的に参加しています

みんないい顔してます！表彰式

日頃の練習の成果を発揮！

村上功新委員

平成17年度薬物乱用防止標語　小6最優秀「「やっちゃだめ。」ささやく自分が未来をてらす」安庭小 工藤麻衣

第27回御明神夏まつりも大勢の皆さんで賑わい、
夏の夜空が約600発の花火で彩られました。盛り上
げていただいた皆様には心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

国際理解を深めるため、町と教育委員会では指
導員としてドナルド・ホワイトさん（ドン先生）
を招きました。

～ドン先生のプロフィール～
・1983年2月10日生まれ
（22歳）
・米国オハイオ州出身
・平成15年9月から16年2月
まで愛知県の大学に留学。
・本年6月大学を卒業、9月
町英語指導員として着任。

坂下悦雄教育委員の辞職に伴
い、新たに村上功さん（八区、65
歳）が町教育委員に任命されまし
た。任期は坂下委員の残任期間で
平成17年12月25日までです。
また、新教育委員長には沼尻洋一

さん（黒沢、66歳）が選出されました。

ドン先生は、雫石中学校の英語指導のほか、町
内の小学校を順次訪問し、各種行事に参加しなが
ら前任者のジョー先生と同じように国際理解につ
いて指導することになっています。

また、町民対象の英会話教室でも指導します。
着任にあたって、ドン先生から日本語と英語を

ミックスしたメッセージをいただきました。

よろしくお願いします！

ドン・ホワイトと申します。9月から僕は雫石の新し

いALTです。2 年間頑張ります。日本語をもっと勉強

します。友達や楽しい思い出をたくさん作りたいです。

I have been trained and certified in TEFL
and I hope I can put my knowledge to good
us in my time here in Shizukuishi. I hope that
these 2 years will be as enjoyable for you as I
hope they will be for me.
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細川会によるアトラクション

参加選手を代表しての交流宣言

元気に自己紹介
雫石町チームOrange Drops☆

平成17年度薬物乱用防止標語　中1最優秀「断ろう　強い心で　ハッキリと」雫石中　中村咲良

全国の選手が雫石に集い、たくさんの名場面と
交流を残した第18回全国スポレク祭エアロビック
大会。10月 1 日、けんじワールドでの歓迎レセプ
ションで選手の交流が始まりました。

開始式の後は、わかば幼稚園・雫石ダンススタジオ・雫
石高校によるアトラクションと雫石中学校応援団の勇壮な
応援が会場を大いに沸かしました。

続く10月 3日の自由演技。およそ 2分の曲に凝
縮した日頃の練習の成果をここで発揮します。選手
の楽しそうな顔が印象的でした。

初日の規定演技は全チーム同じ曲で、当日に
演技を組み立てます。少ない時間でいかに演技
を完成させるか、チームワークが試されます。

開始式は10月 2日午前 9時から始まり全
選手の入場後、Orange D rops☆による交
流宣言で 2日間の競技の幕が上がりました。

勇壮な応援

達成感でみんなが笑顔
演技後しずくちゃんと記念撮影

スタッフ全員で選手を見送り
選手からも「ありがとう」の言葉

華麗なダンス

動きもぴったり！Orange Drops☆の規定演技

こうして大会期間はあっという間に過ぎてい
きました。感動をくれた選手の皆さん、大会運
営に携わったスタッフ一同、そして、開催地か
らの出場で大会を大いに盛り上げてくれた
Orange D rops☆のメンバーのみなさん、本
当にありがとうございました！

決めポーズ！見事な演技でした！

スポレク賞最優秀賞　な・お・き鯛（新潟）
スポレク賞　スプラッシュ（東京）ほか８チーム
雫石町民賞　ABM（神奈川） ほか2チーム
ウケたで賞　ダイヤモンドスターズ（大阪）
キラキラ賞　うつくしまふくしま頑張り隊（福島）
アイドル賞　Orange Drops☆（岩手H・雫石）

＜競技の結果（一部）＞
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を開くように仕向けていることがあげられます。
子ども達は、読みかけの本を自分の机の中やロ

ッカーに置き、読書タイムや休み時間などには
“サッと本を取り出して読む”という習慣が身に
付いてきています。

また、長期の休みには、『読書カード』を利用
した一言感想の記録や、『親子読書』として、親
子で互いに本を紹介し感想を交流し合うなど、読
書推進の活動も続けてきています。特に“親子で”
となると、読書意欲が増すことや共通の話題での
会話が増えるなど、おおむね好評のようすです。

読書の秋にますます本に親しみ、心豊かで賢い
橋っ子になるといいなあと思う、この頃です。

橋場小学校　教諭 菅野　　昇

本校の学習センター（図書室）には、たくさん
の本があります。その数、約1000冊。本校の全校
児童数は19名ですので、この冊数はたいへんに恵
まれているといえます。

これは、図書購入のために町からの予算と学校
林関係の予算から多額に配当していただき、新刊
図書等を多数購入することができるという背景に
よるものです。

このような環境にあるためか、橋場小の子ども
達は比較的本好きな子が多く、学習センターをよ
く利用し、休み時間等にもじっと本を読んでいる
姿も見かける程です。
「本好きな子どもに育てたい。」こんな願いから

の取り組みのひとつとして、短時間でもすぐに本

教科書採択協議会における論点は何か。
教科書の内容、組織、分量、使用上の配慮

や工夫が十分なされているかの評価です。評
価の結果や総合所見を踏まえて採択します。
現場の教師が指導しやすいという視点から、
現場の意見が尊重されました。

保護者に対するばかりでなく、教育広報な
どに掲載するとかして、町民にも納得しても
らうべきではないか。

教育広報に全部を載せるのは無理かと思わ
れますが、一つの方法として学校評議員制を
設けて学校評議員に公表しています。また、
学校一斉参観日を設けることによって、子ど
も達の姿を実際に見せ、公表しております。

1 ．平成18年度に使用する雫石町立小中学校教科用図書の採択について
採択替えにあたり、平成18年度に使用される教科書について承認されました。

2 ．雫石町社会教育委員の任命及び解任に関し議決を求めることについて
雫石町青年団体連絡協議会会長の異動に伴い、社会教育委員の後任について承認されました。

3 ．雫石町教育委員会委員の辞職に関し同意を求めることについて
坂下教育委員長より 9 月30日付で教育委員を辞職したい旨の申し出があり、承認されました。

親の発表だけで子どもの姿が見えない。社
会教育が前面に立って指導していくことが必
要ではないか。また、講演会があるので発表
の時間が限られてくる。時間配分を検討する
必要があると思う。

教育振興に関わって例年12月第１土曜日に
実施していますが、実践した親なり先生の発
表となっています。かつては子ども達が発表
したこともありましたが、子どもだけでなく
親も教師も地域の人も含めていろんな人達の
発表があるといいと考えます。今年は例年ど
おりの方向で進んでいますが、今後、総会な
どで話しをして検討したいと思います。

委

答

……委員からの質問・意見

……事務局の回答

答

委

答
委

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。

これが私の好きな本です！

�教科書採択について �町Ｐ連発表会のあり方について

�学校教育の成果と公表について

その1 承認されたこと

その2 質疑の内容

平成17年度薬物乱用防止標語　中2最優秀「魔の煙　笑顔もなくす　未来の子」雫石中　大橋洋平
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平成17年度薬物乱用防止標語　中3最優秀「すい続け　ついた未来は　死のゴール」雫石中　村上公太

特集

○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、委員会の結成とモデル事業の実施
を進めていくことで決定しました。

10月下旬に委員会を結成した後は、委員を中
心としてふるさと再発見ウォークラリー（仮称）
を試験的に実施し、来年度の本格的な実施に向
けていくことになっております。
【問い合わせ】社会教育課へ

（TEL 692－2111内線284）

☆ふるさと再発見事業（スタートアップ事業）☆

いよいよ始動！

○年に一度の町の芸術・文化活動の総合発表会で
す。日頃の活動の成果をぜひご鑑賞ください。
【期　日】
＜展示部門＞
＊県芸術祭入選作品展示
＊一般応募作品展示（絵画・写真・手工芸等）
11月 5日（土） 午前9時～午後 5時
11月 6日（日） 午前9時～午後 4時

＜舞台部門＞
＊町芸術文化協会加入団体の舞台発表会
11月 6日（日） 午前10時～午後 3時
＜茶　　席＞
＊来場者に抹茶とお菓子を振舞います！
11月 5日（土） 午前10時～午後 3時
11月 6日（日） 午前10時～午後 3時

【会　場】すべて中央公民館
【問い合わせ】芸術祭事務局（社会教育課内）

（TEL 692－2111内線288）

第41回雫石町総合芸術祭

☆協賛事業その１

○町に伝わる貴重な民俗芸能の保存と伝承を目
的として回を重ね、今年度で48回を数える県内
有数の行事となりました。

今回も町指定無形民俗文化財をはじめ、1日い
っぱいかけて町内の民俗芸能を披露していきます。

また、毎年好評の近隣市町村からの特別出演
はただ今交渉中です。どうぞご期待ください！
【期　日】11月23日（水・祝）

午前8時30分開場
午前9時開演予定

【会　場】中央公民館野菊ホール
＊演目・出演順・出演団体及び特別出演等を
記載したプログラムは、11月第 2木曜に世帯
配布の予定です。

【問い合わせ】町無形文化財保存会事務局
（社会教育課内）
（TEL 692－2111内線284）

第48回雫石町無形文化財芸能祭

☆協賛事業その２

多くの町民の来場と傍聴をお待ちしています！
【期　　日】11月19日（土）

午前10時～12時
【場　　所】雫石町議会議場（町役場３階）
【議場定員】50人（事前申し込みは不要です。）
【問い合わせ】社会教育課へ

（TEL 692－2111内線288）

しずくいし町民議会は公開開催です○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
します。

過日、「一日議員」のメンバーが以下の16人に
決定しました。
千葉　力さん・佐藤　歩惟さん（中学生）
杉澤　修さん・堂屋　成美さん（高校生）
高橋　三雄さん・高橋　基さん
中川　憲一さん・坂井　尚樹さん
（以上町青年団体連絡協議会）
細川　寿枝さん・佐々木　智恵さん
林尻　雅子さん・武田　礼子さん
（以上町婦人団体連絡協議会）
深谷　詩子さん・渡辺　敦子さん
（町ボランティア連絡協議会）
川口　一男さん・東根　和子さん
（町老人クラブ連合会）
「一日議員」の皆さんは、去る 9 月 9 日（金）

に町議会 9 月定例会の一般質問を傍聴しました。
今後も研修を重ねながら、質問者・順番・内容な
どを決定し、当日の開催に備えていきます。

なお、議事は一般質問形式で進められ、答弁側
には町長をはじめとする町当局があたります。当
日の白熱した議論が期待されます。

☆しずくいし町民議会☆

「一日議員」決定！　開催迫る！



広報●教育しずくいし●2005●10●No.10●

6

御明神・西山公民館では、日常よく使う文書作成や表計算ソフトの基本操作を学習する教室を開催します。
ぜひ、ご参加ください。

９月から新英語指導員として活躍しているド
ン先生と一緒に楽しく英会話を学びませんか？

会　場
コース

講　師

申し込み

期　日

時　間

コース 初級コース 中級コース

定　員 20名 20名

時　間 午後7時～8時30分
会　場 中央公民館

受講料 2,000円（教材費別途）

講　師
ドナルド・ホワイトさん
（町教育委員会　英語指導員）

申し込み
10月13日（木）から27日（木）まで
中央公民館へ（TEL 692－4181）

期　日

11月1 日（火）
～1月24日（火）
おおむね毎週火曜
（全10回）

11月2日（水）
～1月25日（水）
おおむね毎週水曜
（全10回）

定　員

受講料

御明神公民館

10月24日（月）～11月14日（月）
おおむね毎週月・火・水曜（全10回）

深澤　章さん
（町内下町在住）

10月17日（月）から20日（木）まで
御明神公民館へ（TEL 692－3228）

午後7時～9時
15人

無料（テキスト代別途）

午後2時～4時 午後7時～9時
先着10人 先着10人

10月28日（金）～11月25日（金）
毎週金曜（全 5回）

伊藤秀典さん
（NPOしずくいしいきいき暮らしネットワーク）
無料
10月17日（月）から26日（水）まで西山公民館へ
（TEL 693－3321・受付時間：午前9時～午後5時）

西山公民館
（昼コース）

西山公民館
（夜コース）

～「からむし（芋麻）」織りと「しめ飾り」作り～
11月は、先月糸車で撚りをかけた「からむし」

の糸を地機で織っていきます。
12月は、今年の締めと来年への希望を込めて、

「しめ飾り」を作ります。

コース からむしコース しめ飾りコース

定　員 10名 20名
200円
（縦糸代・藍染）

500円
（わら代等）

昼食・エプロン 昼食・はさみ
会　場 歴史民俗資料館
時　間 午前9時～午後3時

持ち物

受講料

申し込み
歴史民俗資料館へ
（TEL 692－3942・木曜休館）

期　日 11月13日（日） 12月11日（日）

平成17年度薬物乱用防止標語　高1最優秀「さそわれて　やらないお前は　かっこいい」雫石高　左近夢花

毎回大人気の町内史跡めぐり！今回は御所地区
（旧御所村）の名所・史跡・旧跡などを訪ねてい
きます。
【日　時】11月7日（月）

午前8時30分　役場前集合
午後1時30分　役場着（予定）

【行き先】御所地区名所・旧跡各所
矢櫃渓流・堀合神社・沼田神社
道成寺碑・逢滝・鶯宿温泉神社　ほか

【定　員】先着45名
【参加料】1,000円（当日申し受けます。）
【申し込み】10月31日（月）まで社会教育課へ

（TEL 692－2111内線288）

郷土の偉人、宮澤賢治や新渡戸稲造らの足跡を
たどり、その偉業を学びます。

【日　時】11月24日（木）
午前8時20分中央公民館集合
午後4時　 中央公民館着（予定）

【見学先】高村記念館・花巻新渡戸稲造記念館
宮沢賢治記念館・イーハトーブ記念館

【定　員】30名
【参加料】2,500円
【申し込み】10月20日（木）から11月10日（木）

までに参加料を添えて中央公民館へ
（TEL 692－4181）



教室名 手づくり倶楽部　～おどなコース～ 第3回町民講座「実技講座」
コース Aコース

会　場 中央公民館中央公民館

Bコース 午前コース 午後コース

内　容
粘土で壁掛け（クリスマ
スツリー）を作ろう！

調理実習～「花ずし」
づくりに挑戦！

調理実習～クリスマ
スdeクッキング！

フィットネスで心も
体も軽やかに！

講　師
中村鈴呼さん
（町内西根谷地在住）

中村はるえさん
（町内中島在住）

黒澤一子さん
（町内黒沢在住）

申し込み
11月 1 日（火）から15日（火）まで
中央公民館へ（TEL 692－4181）

10月13日（木）から11月22日（火）まで
社会教育課へ（TEL 692－2111内線284・288）

久慈幸恵さん
（雫石ダンススタジオ）

時　間 午前10時～12時 午前10時～12時 午前10時～12時 午後1時30分～3時

定　員 先着20人 先着20人 先着20人 先着30人

参加料 2,000円程度（材料代）

その他 無料託児室をご利用の方は、申し込み時にお知らせください。

500円程度（材料代） 500円程度（材料代） 無料

期　日
11月25日（金）
12月 9 日（金）

12月16日（金） 12月2日（金）
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【小　説】52冊
・おまけのこ……………畠中　恵
・女王様と私…………歌野　晶午
・デカルトの密室……瀬名　秀明
・容疑者Ｘの献身……東野　圭吾
・東京DOLL …………石田　衣良
・スイッチを押すとき…山田　悠介
・天使のナイフ…………薬丸　岳
・サウスバウンド……奥田　英朗
・SPEED ……………金城　一紀
・海に沈む太陽…………梁　石日
・この本が、世界に存在することに

…………………角田　光代
・キップをなくして…池澤　夏樹
・その日の前に…………重松　清
・孤宿の人（上・下）…宮部みゆき
・土の中の子供………中村　文則
・黍の花ゆれる………植松三十里
・ハッピーバースデー

…青木　和雄・吉富　多美
・むかしのはなし……三浦しをん
・ベルカ、吠えないのか？

…………………古川日出男
・デイルマーク王国記1～8
…ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

【一般書】29冊
・恋する車イス………木島　英登
・命のメッセージ……小菅　正夫
・雁と雁の子…………窪島誠一郎
・大丈夫。人は必ず生まれ変われる。

…………………岩井喜代仁
・ひとりずもう……さくらももこ
・かわいいおんなの創り方

…………………寺門　琢己
・オニババ化する女たち

…………………三砂ちづる
・ターシャの庭

……ターシャ･テューダー
・オレ様化する子どもたち

…………………諏訪　哲二
・平成の市町村合併早わかりＭＡＰ

………市町村自治研究会編

【児童書・ヤング】59冊
・晴れた日は図書館へ行こう

…………………緑川　聖司
・モンスター･ホテルでパーティーだ

…………………柏葉　幸子
・まいごのミーミ

………小峰　啓菜・奈智子
・こちらゆかいな窓ふき会社

…………ロアルド・ダール
・ガラスの大エレベーター

…………ロアルド・ダール
・暁の円卓1～8

…………ラルフ・イーザウ
・ＮＨＫあしたをつかめ　平成若
者仕事図鑑
…ＮＨＫ「あしたをつかめ」制作班編

・14歳の法律相談所…野田 和寿
・HAPPY  NEWS

……………日本新聞協会編
・もったいない…プラネット･リンク編
・友だちいないと不安だ症候群に
つける薬………………齋藤　孝
・ねぎぼうずのあさたろう5

…………………飯野　和好
・やさいのおしゃべり…泉　なほ

（ 7 /17～ 9/15受入分）

平成17年度薬物乱用防止標語　高2最優秀「薬物で　無駄にしますか　人生を」雫石高　高橋ゆき乃

クリスマスにちなんだ粘土細工や料理を楽しむ「手づくり倶楽部」を開催します。無料託児室を用意しま
すので、子育て真っ最中の方も安心してご参加いただけます。
加えて「町民講座」も開催！第3回は「実技講座」です。料理や運動を一緒に楽しみましょう。

【読者の感想】
題名『やさいのおしゃべり』
この絵本を読み終えた後、す

ぐに自宅の冷蔵庫を点検しなけ
ればと思いました。主婦の方々、
読んでみて下さい。
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あとがき
「本を読んでる君が好き」の標語に心を動か

され、高校時代に感銘を受けた本を再度読んで
います。老眼鏡をかけ背中を丸めた姿ですが、
気持ちは高校生に戻り秋の夜長を楽しんでいま
す。（璋）

秋と言えば、「芸術」「食欲」「読書」「実り」
など数々のフレーズがありますが、私にとって、
いや課にとっては行事満載でまさに「多忙」の
秋…。「多忙」が「充実」となって返ってくれば
いいなあと、日々がんばっています。（Yasu）

小学1年生の妹が、私に毎日のように覚えた
ての字で「いつもありがとう」と書いている絵
手紙をくれます。温かさと同時に忘れてはいけ
ない大切な言葉を思い出せてくれる絵手紙です。
人恋しい秋に心がホッとするひとときです。
（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 

　　　　   12　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

　　　　   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

　　　　   11　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

（10～12月） 

 
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 
　　　　　　月～土曜日　13：00～20：00 
　　　　　 日・祝祭日　10：00～17：00

　開館時間 

23 
  30

24 
  31

広報「教育しずくいし」次号は12月8日（木）発刊!

～各課からのお知らせ～

中央公民館並びに図書館では、障
害のある方でも気軽にご来館いただ
けるよう以下の工事を行いました。
・外構スロープの傾斜角度緩和
・図書館玄関を自動ドアに変更
・洋式トイレの増設
・オストメイトトイレ設置
・玄関前一部自動車乗り入れ可能に

なお、玄関前に自動車が乗り入れ
可能になりましたが、Ｕターンと駐
車は禁止です。事故のないよう、歩行
者、運転者ともに十分に注意して通
行くださいますようお願いします。
【問い合わせ】中央公民館へ

（TEL 692－4181）

第59回読書週間の実施にあわせ、
図書館では本年度上半期（4～9月）
に皆さんに多く借りられたり予約さ
れた本を発表・展示します。

果たしてあなたが手に取った一冊
はランキング入りしているでしょう
か!?ご期待ください。
【発表・展示期間】
10月25日（火）～11月9日（水）
この機会に、あなたのお気に入り

の一冊を見つけてみませんか！
秋の夜長、時にはテレビを消して

じっくり本を読んでみませんか！
【展示会場・問い合わせ】
図書館へ（TEL 692－5959）

別刷りのチラシでもご案内してお
りますが、雫石の「教育」を語り合う教
育懇談会に気軽にご参加ください。
【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
いずれも午後7時～9時

【問い合わせ】学校教育課へ
（TEL 692－2111内線294）

館内清掃により、下記の期間中は
利用することができませんのでご了
承ください。
【休業期間】
11月７日（月）～11月16日（水）

【問い合わせ】
県営屋内温水プールへ

（TEL 693－3751）

平成17年度薬物乱用防止標語　高3最優秀「いりません！　断る勇気　私から」雫石高　小野優花

10月
17� 社会教育委員会議
20� おはなしたまてばこ
22� 読み聞かせ会
27� 教育委員会議
28� 町民芸術鑑賞事業
「本物の舞台芸術鑑賞事業

～モダンダンス公演」
11月
5� 雫石町内継走大会
9� 雫石中学校町民参観日
17� おはなしたまてばこ
18� 小中学校音楽祭
26� 読み聞かせ会
29� 教育委員会議
12月
3� 町Ｐ連実践活動研修会


