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雫石のどどさい節　～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〕
♪ドンドンパンパンドンパンパンの節で全国的

にも有名な「どんぱん節」は、秋田県仙北地方の
民謡です。ところが、実はなんとその元になった
歌があって、しかもそれが雫石町の発祥だといわ
れています。
その歌は「どどさい節」といって、今は町の指

定を受け大切に保存伝承されています。
伝えるところによれば、秋田出身の大工、円満

え ま

造
ぞう

さんが上和野馬頭観音堂を造るため雫石に来て
いた時に、町内にあった「どどさい節」をヒント
に「円満造甚句」を作り、秋田に帰って広めたの
が「どんぱん節」になったといいます。

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。

新生「雫石町」
50周年

校地内禁煙に
ご協力を！
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10～11月　
教育委員会関係事業トピックス

平成17年度薬物乱用防止標語　小6優秀賞「やめましょう　たばこがあなたを　吸いつくす」七ツ小 ºp¢

子ども達のかわいら

しいダンス

～舞台部門

やはり雫石は

さんさの本場！
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薬物の恐ろしさを的

確に表現～雫石高校

保健劇

めったに見ることができない

本格的なすばらしいモダンダ

ンスの公演でした

「夜回り先生」

水谷さんから貴重な話

坂下委員長の退任により、新たに委員長に選任されました沼尻委員長に、抱負など語って頂きました。

10月１日をもって、委員長に選任されました沼尻です。
平成14年10月から教育委員を仰せつかり、まる３年が経過しました。教育委員とい

えば「学校の先生」と思われがちですが、５人の教育委員の中で私は唯一教職免許を
持たない委員です。
第二次世界大戦後の一番苦しい時代を経験して昭和30年に義務教育を終えた者にと

って、現在の豊かで恵まれた教育をみますと逆に大変不安を感じる時代であります。
当町の1,600余名の児童生徒がこれからの社会人として強くたくましく幸せな人生が

送られるよう基礎・基本を身につけることができるようにしなければなりません。
このために、学校・家庭・地域が一体となって「教育力」が発揮されるよう微力ではありますが、教育行

政に力を傾注してまいりたいと考えております。

沼尻新委員長
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平成17年度薬物乱用防止標語　中1優秀賞「未成年　薬物乱用　「夢」消える」雫石中　 †X ˛

議事を進行する武田議長と答弁する中屋敷町長

一日議員の質問にも熱が入ります

新生「雫石町」50周年記念の単年度事業として
は最後を飾る「しずくいし町民議会」が町議会議
場で開催され、一日議員の皆さんは、この日のた
めに議会定例会の傍聴などの研修を重ねてきた成
果を十分に発揮し、活発な議論を展開しました。
午前10時に開会の後、議員6人から一般質問が行

われ、議員の率直な疑問に町当局も丁寧に答弁し、
一般傍聴者もほぼ満席となり、議会は大いに盛り
上がりました。

なお、質問と答弁の要旨は以下のとおりです。
１）杉澤　修議員（雫石高校）
Ｑ．地震災害などでライフラインや道路が寸断
された時の住民の安否、安全確認について。
Ａ．人命を第一とした避難誘導や救護活動に総
力を挙げるため、県防災航空隊や県警、自衛
隊等に協力要請し、空からの活動を展開しま
すが、大きな災害の場合は地域の中でも防災
活動を展開していくことが重要と考えます。

２）佐々木智恵議員（町婦人団体連絡協議会）
Ｑ．生ごみ収集について、収集ボックスなどを
考えては。また、分別意識を高めるため、安
価に分別用入れ物を斡旋する考えはないか。
Ａ．ごみ集積所は、町では整備に必要な経費に
対して補助制度を設けております。分別用入
れ物の斡旋も一つの方法とは思われますが、
分別排出の徹底のため周知啓発にも努めます。

３）高橋　三雄議員（町青年団体連絡協議会）
Ｑ．あねっこバス等の待合所として利用されて
いる「お休み処ぺこっと」の評価について、
また、若者対象のリーダー研修会の開催計画
はあるのか。
Ａ．「お休み処ぺこっと」は商工会青年部とボラ
ンティアの方々の協力に大変感謝しており、
中心市街地活性化のために大きな役割を担っ
ているものと考えております。若者を対象と
した青年教育については、県青年団体協議会
などが主催する事業の情報提供を行い、交流
を図りたいと考えております。

４）渡辺　敦子議員（町ボランティア連絡協議会）
Ｑ．住民参加の町づくりをどう進めていくのか。
また、「町ボランティア連絡協議会」の活動を

どう捉えているか。
Ａ．誰もが住みやすい地域社会を実現するため
の「地域福祉計画」を策定中です。ボランテ
ィアの方々をはじめ、住民の皆さんと役場と
連携を取り合って、活力のある雫石町にして
いきたいと思っております。

５）千葉　力議員（雫石中学校）
Ｑ．明るく元気な雫石人になるための食事と健
康や、地元の農産物の活用について、また中
学生の学力低下、特に雫石中学校は具体的に
どのような状況なのか。
Ａ．食生活や生活習慣の改善のため、町健康推
進課の保健士、栄養士による指導会を実施し
ており、町内の産直組合から野菜等を積極的
に取り入れております。雫石中学校の学力は
英語と数学が県平均を若干下回っております。
学校教育目標では、知徳体のバランスの取れ
た生徒像を目標にしています。

６）川口　一男議員（町老人クラブ連合会）
Ｑ．町立病院の運営と今後の新医療施設構想に
ついて。
Ａ．雫石病院は病院としてではなく、町民の健
康づくりのための診療所の建設に向け取り組
んでいます。また、学識経験者、公募による
町民、町医療団で構成する検討委員会の答申
に基づき、他の総合病院との連携を図る等、
ニーズに対応して参りたいと考えています。

6人の質問後には、議会開催に対する感謝決議が
提案され、満場一致で議決されました。また議会
終了後は、小川教育長から講評をいただき、議員
の皆さんは充実感に包まれていました。
今後は本議会の会議録を作成し、報告書として

まとめ、将来の町づくりに役立てていく予定です。
【問い合わせ】社会教育課

（TEL 692－2111内線288）
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さて、子ども達が積極的に楽しみに通級する理
由の1つとしては、マンツーマンの指導があると
思います。お子さん1人 1人に合った指導内容と
ペースで進めますから無理がありません。
また、一生懸命練習して、自分のことばの課題
をクリアしていく過程が本人にも実感でき、努力
が報われる事で達成感を持つことができます。
修了した子ども達の音読の様子や学習発表会で
の堂々としたセリフに、指導の大切さを感じてい
ます。

雫石小学校　教諭 山本　一子

「先生、先生、来たよ。」
業間時間の予鈴が鳴り終わらないうちに2年生

のＡ君が職員室に迎えに来ます。Ａ君をこんなや
る気にさせる教室ってどんなところでしょうか。
Ｑ．ことばの教室って何？
Ａ．発音がうまく出来ない、ことばが出にくい、
ことばの数が少ない等、話し言葉に関する相
談やことばの指導をするところです。
Ｑ．ことばの教室ではどんな指導をするの？
Ａ．先生1人にお子さん1人の、1対 1の指導
が主です。指導の回数は週1～2回です。
町には現在、雫石小学校にことばの教室があり、

現在小学生10名と幼児2名が通級しています。平
成元年に開設しましたので、修了生の中には既に
大学生や社会人になっている人もいます。また、
「雫石町の」ことばの教室ですので、雫石小学校
区以外の他学区からも通級しています。

今年度初めて教育懇談会を行ったが、次年
度以降はどのようにする考えか。
今後の開催については、住民との懇談であ
ることから、要望があれば検討したいと思い
ます。多くのお話を伺い、今後の方針に反映
させていきたいと考えています。

不登校の状況についてお知らせ願います。
昨年度は、後半減少してきましたが、今年
は、夏休み以降増加傾向にあります。深刻に
受け止めて、学校と教育委員会との対策会議
を実施し対応しています。

坂下委員長の退任により、新たに沼尻委員が委員長に選任されました。また、委員長職務代理者には、八
重樫委員が選任されました。

食育について、どのように取り組んでいる
のか。
教育上の食育については、すでに学校給食
で進めています。地元食材をどこまで導入で
きるかが検討されるところです。

答

委

答

委

委

答

教育委員会議は、非公開事件以外は傍聴することができます。
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。

１対１のきめ細やかな指導

口を大きく開けて発声練習

「
食
」
に
つ
い
て
楽
し
く

学
ん
で
い
ま
す
！

�教育懇談会について �食育について

�不登校の状況について

その1 承認されたこと………委員長及び委員長職務代理者の選任について

その2 質問の内容（主なもの３項目）

平成17年度薬物乱用防止標語　中2優秀賞「薬物で　からだも心も　ぼろぼろに」雫石中　 ¢
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平成17年度薬物乱用防止標語　中3優秀賞「薬物を　したら始まる　死の秒読み」雫石中　 |c ¶

【日　時】 平成18年 1 月29日（日）
開演：午後 1 時
（開場：12時）

【場　所】 中央公民館野菊ホール
【入場料】 一般前売500円（当日800円）

中・高校生前売300円（当日500円）
※小学生以下無料／無料託児室あります。

【出演団体】 しずくいし弦楽クラブ
しずくいし少年少女合唱団
はーとぽーと合唱隊
ひびけミヤマン合唱団（御明神小 6年）
雫石中学校
しずくいし混声合唱団
童謡の滴

＊各プレイガイドで12月14日から発売開始
【プレイガイド】
雫石公民館／御所地区健康増進センター／
御明神公民館／西山地区構造改善センター／
中央公民館野菊ホール
【問い合わせ】中央公民館（TEL 692－4181）

【日　時】平成18年 2月11日（土・祝日）
☆昼の部　☆開演：午後 1 時30分
☆夜の部　☆開演：午後 6時30分
※各部とも30分前に開場します。

【場　所】中央公民館野菊ホール
【入場料】全席指定　前売1,000円（当日1,200円）
＊各プレイガイドで12月15日から発売開始

【プレイガイド】
JA新いわて雫石町役場出張所／村上写真館／
雫石公民館／御所地区健康増進センター／
御明神公民館／西山地区構造改善センター／
中央公民館野菊ホール
【問い合わせ】中央公民館（TEL 692－4181）

町内には旧跡や伝承など、よく知られてはいないけれど貴重なものがたくさんあります。皆さんがなんと
なく感じている、町内にあるたくさんの文化資源…。これらをもう一度見直してみると、今まで漠然として
いた「雫石町のよさ」を発見できるのではないでしょうか。
「ふるさと再発見事業」は、新生「雫石町」50周年という大きな節目を契機として企画されました。
先日「ふるさと再発見委員会」の委員が以下の10人に決まりました。
委員長………小川　元春教育長
副委員長……高橋　與右衛門さん
委　員………小田　信雄さん・石塚　昭さん・南黒沢　與助さん・川崎　貢さん・佐藤　久三さん

（以上町文化財保護審議会委員）
新里　榮弘さん（公募）
小原　千里社会教育課長・柴田　慈幸社会教育主事

今年度は数回の会議や研修を行い、来年度以降のよりよい進め方を決めてまいります。
なお、今からでも委員になりたいという方、大歓迎です！お気軽にお問い合わせください。私たちのふる

さと雫石町のよさを見直し、将来の魅力あるまちづくりにつなげていきましょう！
【事業に関する問い合わせ】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）☆

☆第19回雫石町民音楽祭☆
「ひびけ！愛のメッセージ」

第 3 回雫石町民劇場
「七ツ森払い下げ秘話“山よ風よ”」

昨年のようすから
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6 平成17年度薬物乱用防止標語　高1優秀賞「持つべきだ　断る勇気と　正しい知識」雫石高　 nŒrŒ

仕事で表計算ソフトを使用する方、家計簿を作
ってみたい方など、ぜひご参加ください。
【日　時】平成18年

1 月23日（月）～ 2月25日（木）
毎週月・木曜日（全10回）
午後 7 時～ 9時

【場　所】雫石公民館
【定　員】先着15名
【講　師】高嶋　一秀さん（町内晴山在住）
【受講料】無料（テキスト代別途）
【申し込み】雫石公民館へ12月12日（月）から28

日（水）までに（受付時間：8: 30～
17:15）お申込みください。

「THE LAST SAMURAI」
トム・クルーズ、渡辺謙らが出演の話題の映画
を、野菊ホールの大スクリーンで見てみません
か？３回上映ですので、お好きな時間をお選び
いただけます！

【日　時】12月17日（土）
①　9時30分上映開始
②　14時
③　18時30分
（上映時間154分）
※各回とも30分前に開場します。

【場　所】中央公民館野菊ホール
【入場料】高校生以上500円

（全席自由・中学生以下無料）
各プレイガイドで発売中！

【プレイガイド】
J A新いわて雫石町役場出張所／村上写真館／
ローソンでんく店／雫石公民館／御所地区健康
増進センター／御明神公民館／西山地区構造改
善センター／中央公民館野菊ホール

【問い合わせ】中央公民館（TEL 692－4181）

デジカメで撮った写真を、パソコンで手軽に編
集して楽しんでみませんか。
【日　時】平成18年

1 月17日（火）～ 2月14日（火）
毎週火曜日（全5回）
午後 2時～ 4時

【場　所】西山公民館
【定　員】先着10名
【講　師】高嶋　一秀さん（町内晴山在住）
【受講料】無料
【申し込み】西山公民館へ12月19日（月）から

（受付時間：8:30～17: 15）お申込
みください。

え゙と”にちなんだ粘土人形を作ります。今回
は「イヌ」です。
【日　時】平成18年 1 月12日（木）

午後 1 時30分～ 3時30分
【場　所】中央公民館
【内　容】粘土で人形を作ろう！
【講　師】中村鈴呼さん（町内西根谷地在住）
【参加費】500円程度（材料代）
【対象及び定員】町内在住の小学生先着20名
【申し込み】中央公民館へ12月19日（月）から28

日（水）までにお申込みください。

毎回たくさんの方々にご利用いただいておりま
す『本の交換会』を開催します。
会場から気に入った本を持ち帰るだけでも

OK、ご家庭で読まれなくなった本を持ち込むだ
けでもOK、もちろん、両方でもOKです。お待
ちしてまーす！！
【期　間】平成18年 2月 2日(木)～ 2月13日(月)
【場　所】中央公民館　１階ふれあいひろば
【問い合わせ】図書館へ（TEL 692－5959）
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【小　説】153冊
・ネクロポリス（上･下）…恩田　陸
・あの日にドライブ……荻原　浩
・虹色にランドスケープ…熊谷達也
・そして名探偵は生まれた

……歌野晶午
・きみの友だち…………重松　清
・魔王…………………伊坂幸太郎
・夜市…………………恒川光太郎
・新･リア王（上･下）…… 村　薫
・信長の棺………………加藤　廣
・心霊探偵八雲４………神永　学
・アッコちゃんの時代…林真理子
・無事、これ名馬……宇江佐真理
・三年身籠る…………唯野未歩子
・ボロボロになった人へ

……リリー･フランキー
・東京タワー…リリー･フランキー
・アンボス★ムンドス…桐野夏生
・風の盆幻想……………内田康夫
・ララピポ………………奥田英朗
・にぎやかな天地（上･下）

………宮本　輝
・鎮火報…………………日明　恩
・埋み火…………………日明　恩
・四月の雪…キム･ヒョンギョン
・アムステルダムの日本晴れ

…………ヒキタクニオ
・県庁の星………………桂　望実

【一般書】178冊
・生協の白石さん………白石昌則
・ラストレター…………木藤亜也
・歌う看護婦…………ペギー葉山
・パパはマイナス50点…小山明子
・そうだったのか！「医療保険」
の本当のところ………佐藤立志

・消費者トラブル相談ハンドブック
………渋谷絢子他

・そうだったのか！アメリカ
………池上　彰

・「明大前」物語……窪島誠一郎
・物乞う仏陀………… 石井光太
・寂聴あおぞら説法Ⅲ

………瀬戸内寂聴
・甘露なごほうび２

………渡辺満里奈
・土地の文明…………竹松公太郎
・731…………………青木冨貴子
・美人の日本語…………山下景子
・バカ・バカ・バカ！……おすぎ
・「親力」で決まる…親野智可等
・決定版・暮らしの裏ワザ
知得メモ８８８

………主婦の友社・編
・ヒルズな秘書が教えるできる男
できない男…………伊集院綾子

・わかっちゃいるけどほめられな
い！ ……高取しづか

【児童書・ヤング】233冊
・まんげつのよるに…木村　裕一
・どうするティリー？

……レオ・レオーニ
・かはたれ………………朽木　祥
・こわがりかぴのはじめての旅

………本上まなみ
・まんまるおつきさまをおいかけて

…ケビン・ヘンクス
・おおさむこさむ…こいでやすこ
・ゆきのひのホネホネさん

……にしむらあつこ
・いただきバス……藤本ともひこ
・もったいないばあさん

………真珠まりこ
・おばけとしょかん

……デイヴィッド･メリング
・からすのはてな？

………からさわこういち
・ゆめみるダンゴムシ…阿部夏丸
・ガールズ･イン･ティアーズ
……ジャクリーン・ウィルソン

・トウエルブ…ニック・マクダネル
・フェルメールの暗号

……ブルー・バリエット
・ドラえもん短歌…枡野　浩一・選
・もったいない

……プラネット･リンク・編

（ 9 /16～11/16受入分）

平成17年度薬物乱用防止標語　高2優秀賞「手を出すな　甘い誘惑　黒い影」雫石高　 @W

読者の感想１「心霊探偵八雲･ 4 」
ますます面白くなってきて、一気に読んでし
ましました。今後、八雲とお父さんがどうなっ
ていくんだろう・・・ハラハラドキドキです。

読者の感想2「もったいないばあさん」
「もったいないことはしてないかい？」今日
もあのおばあさんがそう言いながらやってきま
した。“もったいないこと”っていったいなに？

図書館から皆さんへお願い！
最近、「図書館利用者カードを

なくしました。」と、カウンター
にいらっしゃる方が増えています。
皆さんがなくしたと思っていた

カードの多くは、利用された本の
間から見つかっています。本を返
却される前にもう一度『図書館利
用者カードを本に挟めていない
か』確認してください。

たんぽぽおはなしかいから
12月のおはなしたまてばこは、

ちょっとはやめの グリスマス会”
をします。今回、こうさくのじかん
にはみんなで グリスマスツリー”
を作ります。
い　つ：12月15日（木）

10：30～
どこで：中央公民館　視聴覚室

（2Fです）

読み聞かせボランティアから
毎月第4土曜日、小学生からを

対象に絵本の読み聞かせ会をして
います。
みなさんが聞きにきてくれるの
をメンバーみんなで待っています。

どこで：中央公民館特別会議室

図書館のホームページをご利用下さい。本の検索ができます。
雫石町立図書館ホームページアドレス・http://www.lib-shizukuishi.jp
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あとがき
感動の「東京国際マラソン」。高橋尚子選手の
力強い走りに、体の故障など微塵も感じさせま
せんでした。後半の上り坂に 2年間の練習の成
果が凝縮していました。忍耐と努力の結果です。
Ｑちゃん夢をありがとう。（璋）

師走を迎え、いよいよ秋も終わり…自分にと
っては事業・行事満載でまさに「多忙」の秋で
したが、秋が終わっても「多忙」の 2文字が取
れる気配はありません。どうやら、このまま
「多忙」の冬に突入するようです…。（Yasu）

今年も残すところあとわずかになりました。
私の 1年は、良い事も悪い事も含めて幸せな 1
年だったと思います。皆さんにとってもそんな
1年である事を願いながら、今年最後のあとが
きにしたいと思います☆（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日�

　　　　     1　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

　　　　   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

　　　　     2　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

（12～2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�

広報「教育しずくいし」次号は2月9日（木）発刊!

～各課からのお知らせ～

今年度もホームスティをしなが
ら、学校・家庭をとおしてアメリカ
の生活・習慣・文化・伝統などの異
文化体験により国際理解を深めてま
いります。

【期　間】平成18年1月4日（水）
～14日（土）

【派遣先】
米国バーモント州ランドルフ

【派遣生】
雫石中学校生徒10名

【引　率】
教師２名・英語指導員１名

【問い合わせ】学校教育課
（TEL 692－2111内線294）

先般、町立学校の学校給食調理機
器（町内５小学校計８台）に一部ア
スベストが使用されていることが判
明いたしました。
これらの機器については、飛散の
恐れはありませんが、安全性を確保
する観点から、早急に撤去し、機器
の更新をしてまいります。
【問い合わせ】学校教育課へ

（TEL 692－2111内線294）
御明神公民館
改修工事終了しました

御明神公民館では、このたび身障
者用トイレと玄関内スロープを設置

しました。
車椅子の方
やご高齢の方
も安心してご
利用いただけ
ます。どうぞ、
お気軽にご来
館ください。

今年度の成人式は、成人の日に合
わせて実施することになりました。
対象者は、雫石中学校の卒業生か

現在町内に在住している人で、対象
者にはご案内のはがきを送付してい
ます。
はがきが届かない場合やご不明の

点は下記へお問い合わせください。
なお、式当日は親族席も準備して

おりますので、親族の皆さんもお気
軽においでください。
【期　日】平成18年1月9日(月)

（成人の日）
＊受付開始　午前10時10分
＊式典開始　午前11時
※遅くとも式典開始の10分前に
は会場にお入りください。

【場　所】
中央公民館野菊ホール

【問い合わせ】社会教育課へ
（TEL 692－2111内線288）

平成17年度薬物乱用防止標語　高3優秀賞「「やめられる」 軽い気持ちが　命取り」雫石高　米田美雪
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異文化を吸収～昨年のようすから～

工事終了で快適に利用できます！


