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雫石町には、古くから「亀甲織」に代表されるような
多様な織物や編物の技術が伝わってきています。
1937（昭和12）年にパリ万博に出展されたこのテーブ

ルセンターは、マダ皮と絹で編まれたもので、その技術
のすばらしさを評価され、銅賞を受賞しました。
現在このテーブルセンターは、表彰状とともに歴史民

俗資料館に展示されています。

発行 3 年目を迎えた広報「教育しずくいし」は、このたび大きくリニューアルすることになりました！

★隔月発行から毎月発行に！　★町民の皆さんからの情報を掲載！　★各種大会などの結果報告も充実！
（ 5 月号から） （ 5 月号から）

今年度の「教育しずくいし」にどうぞご期待ください！

平成18年 4 月 1日から、町内の体育施設は指定管理者
による管理となりました。
「指定管理者制度」とは、民間の活力を活用すること

により住民サービスの向上と経費の節減を図るため、民
間事業者等へ管理を移行することを言います。
なお、利用方法は今までと同様です。
☆指定管理者名　財団法人雫石町体育協会
☆管理施設名　　総合運動公園・社会体育施設
クロスカントリースキー場・ゲートボール場

☆利用料金　　　町民が利用する場合は変更なし
＊ただし、町外の方が利用する場合、一部施設について
利用料金が変更になっている場合があります。
【問い合わせ】指定管理者・（財）雫石町体育協会
（雫石町営体育館内　TEL 692-5030）

平成18年度表紙シリーズ

テーブルセンター（写真下）と表彰状（写真右）
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教育委員会定例会リポート（1月・2月）

「学校教育の充実」
「郷土に誇りをもち、未来に“活きる”ひとを育

みます」をスローガンに、自ら学び自ら考える力を
確かなものにし、基礎・基本の定着を図り、個性を
生かす教育の充実に努めます。
①学力向上
②特別な教育支援を必要とする児童生徒への対応
③体力や運動能力の向上
④文部科学省の指定による「薬物乱用防止教育支援
体制整備・活用モデル推進事業」の推進

⑤「食育」の充実、地元食材の消費拡大
⑥児童生徒の安全確保、「スクールガード」の配置
⑦「学校評議員制度」の導入、体制の充実
⑧学校施設の整備
⑨「特色ある学校づくり」の支援
⑩中学生海外派遣事業の推進

「社会教育の推進」
町民一人一人が変化する社会に柔軟に対応し、生

涯にわたって生きがいのある人生を送るため、長期的展
望に立った生涯学習社会への環境整備を進めます。
①幼児期から高齢者までの学習環境の充実と支援
②富士市との児童交流事業の推進
③公民館による各種文化講座等の開催と学習支援
④図書館管理システムによる効率化と読書活動の推進
⑤ホームページの整備や教育広報による情報提供

教育には、人格の完成を目指して、個人の能力を伸長し、自立した人間を育てるという使命があります。新し
い時代の大きな変化の潮流を踏まえながら、生涯学習に対する期待に応えていくために、教育委員会では「す
べてのひとが輝くまちづくり」の実現に向け、次の 4つのことがらに重点を置き、教育行政の推進に努めます。

全国的に緊縮財政や市町村合併が進む中、当町は自立する町として「町民を主体にしたまちづくり」を進め
ています。教育行政に求められる課題も複雑多様になってきていますが、町民が希望を持って住める、健やか
で心豊かなたくましい人づくりと、文化の薫り高いまちづくりのために全力で取り組みます。

「文化芸術の振興と文化財の保護・保存及び活用」
文化芸術の継承活動は、心豊かな地域社会を形成
するうえで大切なことです。町民が特色ある地域文
化の形成に寄与できるよう、環境整備や優れた文
化・芸術の提供を図ります。
①芸術文化協会との連携による自主的活動団体の育
成と自立促進

②文化遺産の保護・保全と活用、郷土文化の蓄積、
継承

③歴史民俗資料館の学習・研究の場としての活用及
び施設整備・資料収集、保全

④「ふるさと再発見事業」の推進
⑤東京芸術大学合宿招聘事業の実施

「生涯スポーツの振興」
スポーツは健康増進と体力の向上、活力ある地域
社会の形成と健康で明るい生活を築く上で重要な役
割を果たします。子どもから高齢者までが自主的に
気軽に参加し、心身の健全な発達が得られるよう取
り組みます。
①町体育協会、町体育指導委員等との連携による健
康づくり主体のスポーツの推進
②スポーツ・レクリエーション環境の充実
③競技スポーツの振興、選手派遣や育成強化
④体育施設の指定管理者制度の導入と円滑な実施

－その１　決定事項編－
１．平成18年度雫石町教育行政施策の方針と重点に
ついて

２．学校職員の人事異動の内申に関し議決を求める
ことについて

３．雫石町教育委員会行政組織の一部改正について
４．雫石町公民館条例施行規則の一部改正について
以上の議案が承認されました。

－その2 質疑応答編－
①国際理解教育～海外派遣事業について
事業の今後の方向性は？
18年度も実施の方向で考えていますが、学校と
も協議し、今後の在り方についてさらに検討し
ていきたいと考えています。

②学校開放について
施設の使用について、今まで馴れ合いで使用し
てきたところがあると思われるが、きちんと整
備するべきではないか。
今後見直しを検討したいと考えています。
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教育委員会議は、非公開事件以外は傍聴できます。
【問い合わせ】学校教育課（内線294）

委
答

委

答

～雫石の教育　今年度の取り組みを紹介します～



実在する「命のノート」から生まれた感動の物語
をこの機会にぜひご覧ください。
【日　時】5 月20日（土）19:00

5 月21日（日）①10:00 ②13:30
（開場各30分前）

【場　所】中央公民館・野菊ホール
【入場料】前売券1,000円（当日1,500円）
＊小中高生は当日券（800円）のみ販売。
＊前売券は「ふるさと鑑賞券」ですので、県内の
会場どこでも鑑賞できます。
＊無料託児室あります。

【プレイガイド】
4 月13日（木）販売開始！
・中央公民館・野菊ホール
・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

【問い合わせ】中央公民館・野菊ホール

歴史や文化、方言など雫石に関する「なんだり」
を学習する講座を今年度も開催します。
【期　日】5 月13日（土）開講

おおむね毎月第 2土曜日（全10回）
【時　間】13：30～15：30

※10月以降も地産地消や環境などについて学習
していく予定です。
※都合により、日程や講師が変更になる場合があ
ります。あらかじめご了承下さい。

【場　所】中央公民館
【受講料】1,000円（その他実費徴収あり）
【対象及び定員】
町内在住または勤務の方20人

【申込期間】 4 月20日（木）～28日（金）
【申し込み・問い合わせ】中央公民館

絵本の読み聞かせや工作など、楽しい企画が満載！
☆おはなしたまてばこ☆

【期　日】4 月20日（木）から
おおむね毎月第 3木曜日

【時　間】10：30～
【場　所】中央公民館視聴覚室
【対　象】未就園児
【内　容】絵本や紙芝居の読み聞かせ､手遊び、工作等
【おてつだい】たんぽぽおはなし会

☆読み聞かせ会☆
【期　日】4 月22日（土）開講

おおむね毎月第 4土曜日
【時　間】10：30～
【場　所】中央公民館特別会議室
【対　象】小学生
【内　容】絵本の読み聞かせ　
【おてつだい】おはなしの雫（読み聞かせボランティア）
【問い合わせ】どちらも町立図書館

親子教室「おおきくなあれ」では、運動会や遠足
など楽しい企画が盛りだくさん！
【期　日】5 月10日（水）開講
6 ／21・ 7 ／19
8 ／ 9 ・ 9 ／13
10／11・11／ 8
12／ 6 ・ 1 ／24
2 ／21
（月 1 回／全10回）
【時　間】 9 ：30～12：00
【場　所】雫石公民館　　　　　　
【指導者】木村純子さん（指導 8 年目）
【対　象】町内在住の 2 ～ 3 歳児とその親
【定　員】先着25組
【内　容】体操、歌、楽器遊び、遠足など
【受講料】無料（実費徴収あり）
【その他】動きやすい服装で、内履きを準備してくだ
さい。

【申込期限】 4 月28日（金）
＊ただし定員になり次第締め切ります。

【申し込み・問い合わせ】雫石公民館
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期日 内容 講師
5 /13 地元学（事前学習） 広田純一さん

（岩手大学農学部
教授）

6 / 3 地元学（調査）
7 / 1 地元学（まとめ）
8 / 5 民謡・民舞

中川あい子さん
9 /16 方言

中央公民館・野菊ホール 692-4181
雫石公民館 692-3458
御所公民館 692-2214
御明神公民館 692-3228

西山公民館 693-3321
町立図書館（月曜・祝日休館）692-5959
歴史民俗資料館（木曜休館）692-3942
勤労青少年ホーム 692-0611

町営体育館・町総合運動公園 692-5030
ゲートボール場（水曜休場）695-2031
ケッパレランド（水曜休場）695-2211
県営屋内温水プール（水曜休館）693-3751

楽しくかけっこ！



毎日の食生活を楽しく健康的に！
【期日】 5 月10日（水）開講

おおむね毎月第 2 水曜日
（全10回）

【時間】10：00～13：00
【場所】中央公民館
【内容】調理実習と試食
【講師】雫石町食生活改善推進員

連絡協議会会員
【参加費】材料費実費となります。
【定員】20名
【申込期間】

4 月20日（木）～28日（金）
【申し込み・問い合わせ】

中央公民館

【小説】… 116冊
陰日向に咲く……………劇団ひとり
40 翼ふたたび ………石田　衣良
心霊探偵八雲5 ……………神永　学
ウォーターマン松久　淳・田中　渉
スープ･オペラ ………阿川　佐和子
亡命者……………………大沢　在昌
山内一豊と千代……………篠　綾子
リンさんの小さな子

………フィリップ･クローデル
お腹召しませ……………浅田　次郎
狐官女……………………澤田ふじ子
愛がなんだ………………角田　光代
弥勒の月………………あさのあつこ
ウルトラ･ダラー ………手嶋　龍一
沖で待つ…………………絲山　秋子
推理小説…………………秦　建日子
円を創った男……………渡辺　房男

【一般書】…217冊
親父の遺言……………いかりや浩一
熟年離婚…………………岡野あつこ
全盲の弁護士　竹下義樹

………………………小林　照幸
山内一豊の妻……………楠戸　義昭
少しは恩返しできたかな

……………………北原　美貴子
負けるのは美しく…………児玉　清
ウェブ進化論……………梅田　望夫
初めての株入門………まがいまさこ
日本の戦争力……………小川　和久
手作りママの布おもちゃ

……………………山田由紀子
木村料理道１･２ ………木村　祐一
紙幣のＣＭ日本の顔と桜

……………………谷口倉太郎
あやしげ通販…………そのだつくし

【ヤング・児童書】… 478冊
コロボックル絵童話……佐藤さとる
メディエータ１･２…メグ・キャボット
ぼくの家はゴミ屋敷!?…高橋　秀雄
ぼくんちカレーライス……つちだのぶこ
チップとチョコのおつかい …どい　かや

＜ごしょうかいします!!＞
“紙幣のＣＭ 日本の顔と桜”の著
者である谷口倉太郎さんは、元雫
石高校の教師です。そして“あや
しげ通販”の作家であるそのだつ
くしさんは、雑誌acuteに連載中
のマンガ“雫石でわんでー”でお
なじみの唐夢千代さんです。この
お 2 人は町内にお住まいです。
この 2冊、ぜひご覧ください！

歌の好きな小中学生大募集！
【期日】 4 月15日（土）開講

毎週土曜日
【時間】10：00～12：00
【内容】合唱練習のほか、町民音楽

祭への参加・野外活動・
クリスマス会など

【場所】中央公民館
【講師】岩崎賢江さん

佐藤聡子さん
福田公子さん

【受講料】1,000円／月
【申し込み・問い合わせ】中央公民館

昔なつかし「がんづき」を作り
ます。
【期日】① 4月28日（金）

② 4月29日（土）
【時間】①②とも

9：30～11：30
【場所】御所公民館
【定員】各20名
【講師】長瀬　裕子さん

（町内舛沢行政区在住）
【受講料】500円
【申込期限】 4 月27日（木）
【問い合わせ】御所公民館

町内の子どもたちの健やかな成
長を願い、今年も雫石川にたくさ
んの鯉のぼりが泳ぎます。

【日　時】
4 月25日（火）～ 5 月 7 日（日）
＊掲揚式
4 月25日（火）10：30

【場　所】下久保湖岸堤 雫石川園地
【問い合わせ】雫石川に鯉のぼり
を泳がせよう実行委員会
（事務局：社会教育課　内線282）

今回のコースは「美しい日本の
歩きたくなるみち500選」、JR雫
石駅南広場から七ツ森公園を経由
し小岩井農場まきば園までの15
㎞です。気軽にご参加ください！
【日　時】 5 月 7 日（日）10：10

JR雫石駅南広場集合
【参加費】300円（傷害保険料等）
【持ち物】昼食・雨具・保険証など
【申し込み】事前申込不要　当日

受付
【問い合わせ】盛岡市ウォーキン
グ協会（TEL 623-5886）

5 月は、道具を使って布ぞうり
を作ります！
【期日】 5 月14日（日）
【時間】10：00～15：00
【場所】歴史民俗資料館
【講師】下沢田隆子さん
【受講料】700円
【持ち物】木綿布（ 5 cm幅で約
30m）・はさみ・ものさし・待
ち針＋昼食もご持参ください。

【定員】20人
【申込期限】 5 月10日（水）
【申し込み・問い合わせ】

歴史民俗資料館
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新着図書ラインナップ（1/17～3/18受け入れ分）
●図書館HPアドレス　http://www.lib-shizukuishi.jp



5広報●教育しずくいし●2006●4●No.13●

学校教育課では、長期にわたり学校（小・中）に行けなくなっている子どもの居場所となり、失いかけ
ている自信を回復させ、学校復帰や社会生活への復帰を目指し、できる限りの支援をする「どんぐり広場」
を開いています。目標とする支援は以下のとおりです。
①生活リズムを整え、自立心を育てる。
②体験活動を通しながら自分の良さに気づかせる。
③学力に対する不安を軽減させる。
④運動を通して体力をつける。
⑤学校・家庭・教室の連携を図る。
どんぐり広場は、主に教育相談員が中心となって支援活動をしています。なお、教育相談員は教育に関

する各種の相談にも対応しています。気軽にご相談ください。
【問い合わせ】学校教育課（内線287）

町教育委員会社会教育課長　小原　千里

春になると、閉ざされていた長い冬の眠りから
いろいろな動植物が目覚める。そして、さんさん
と降り注ぐ気持ちの良い陽光を浴びながら、おも
むろに活動を始める。
私たち人間も、まぶしいくらいに強くなりつつ

ある日差しを心地よく感じているうちに、何か気
持ちの上で、心が浮き立つような季節になってき

た。また、こもっていた体の節々が、しゃきっと
伸びるような気がする。
このように、心身のバランスが取れてくると、

何かをやってみたいなという気持ちが高まってく
る。実は、こんな時こそ、いろんなことに挑戦し
てみるチャンスではないだろうか。
さあ、今年こそ、今まで自分がやろうと思って

いたこと、途中で止めていたことなどに向かって
はどうだろう？やる気さえあれば、老若男女関係
なくどんなこともできると思う。そう、あとは自
分の思い切りだけだ！生涯学習に終わりはないと
思う。まずは、手を挙げることから始めよう。

安庭小学校講師 米澤　勝

「先生、これおいしいね。」と
言いながら子ども達が毎日食べて
いる給食は、 2人の調理員さんが
100人を超える分の給食を、心を
こめて作っているものです。
その食材の多くは、地元の戸沢

菌茸野菜生産組合産の野菜をはじ
め、雫石産のものが使われています。
では、戸沢で作られた野菜や雫

石町内の食材が給食の献立にどん
な風に入っているのでしょうか。
10月 6日の献立を紹介します。
雑穀ご飯（雫石町産米）、牛乳

（小岩井乳業）、きのこそば（雫石
ソバ産業の干しそば）、かき揚げ

（戸沢の春菊と人参）、白菜ともや
しのおひたし（戸沢の白菜）、オ
レンジです。地元の食材が給食に
多く使われていることを子ども達
に知ってもらうために、地場産給
食メニューを紹介するコーナーを
作って掲示をしたり、給食一口メ
モとして放送をしたりしています。
10月には、戸沢で実際に野菜を作
っていらっしゃる方 7人をお招き
して、一緒に給食を食べる地場産物
野菜利用給食試食会も行いました。

自分の身近な地域の人が作って
くださる食材は新鮮でおいしく、
安全で、安心して食べることが出
来るものです。
今日も子ども達は元気に活動し
ています。その元気の源は地元で
作られる元気な食材のおかげでも
あります。地産地消のすばらしさ
を機会あるごとに伝えていきたい
と思います。
（編者注：この原稿は 3 月に頂い
たものです。）

みんなそろって楽しい給食

子どもの居場所づくり　子どもの居場所づくり　～どんぐり広場　適応指導教室開設中

今、子ども達は…

シリーズ「輝」№12

元気な安庭っ子は、
元気な食材から！

随想



委員の改選に伴い、町のスポーツ振興施策に対する町民
の幅広い意見を反映させるため、委員の一部を公募します。
○スポーツ振興審議会の職務
町のスポーツ振興施策に関する重要事項を調査審議する、
雫石町教育委員会の附属機関です。
○募集人員… 2名
○委嘱期間…委嘱の日から 2年間
○応募資格…国や地方公共団体の職員以外で、次のすべて
に該当する人
①町内に居住し、20歳以上
②調査・審議する内容に関して十分な見識を有している人
③年 1～ 2 回、平日に開催される会議に出席できる人
○応募方法…応募申込書兼履歴書（用紙は社会教育課にあ
ります）に必要事項を明記し、持参またはFAXで応募し
てください。
○募集期間… 4月20日（木）～ 5月19日（金）
【応募・問い合わせ先】
〒020-0595 雫石町千刈田 5番地 1
町教育委員会社会教育課生涯スポーツ担当（内線283）

町では、経済的な理由で進学や就学が困難な学生及び児
童・生徒を援助するため、就学援助制度と奨学資金制度を
設け、希望者を受け付けています。
【就学援助制度】
経済的な理由で就学困難な小中学生を援助し、義務教育

を受けられるようにする制度です。学用品費や給食費など
を援助します。
【奨学資金制度】
高等学校以上に在学し、本人または家族の住所が町内に

ある学生・生徒が対象になります。
【奨学資金貸付月額】

【申込期限】 5 月15日（月）
【申込・問い合わせ】学校教育課（内線294・295）

○情報募集コーナー
①教育・文化なんでも掲示板　②随想
○募集内容
①講座・講演会・発表会などのイベント情報
各種サークル活動の参加者募集やお知らせ
各種競技会の結果報告
②教育・文化に関連し普段感じることなど
○字数制限
①特に制限しませんが、告知に関する記事の場合は
「いつ」「どこで」などを項目別にまとめ、結果報告に
ついては開催日や場所等も明記してください。
②250字以内

○応募方法
記事の原稿や資料を郵送またはご持参ください。
○締切
毎月第 3 木曜日必着（ 5 月号掲載締切は 4 月20日
（木））とします。
○その他
内容及び紙面の都合上、掲載をお断りする場合や当方
で原稿を編集する場合があることをご了承ください。

【応募・問い合わせ】
〒020-0595
雫石町千刈田 5番地 1 教育委員会社会教育課内
広報「教育しずくいし」編集局（内線284）

これからの広報「教育しずくいし」は、町民からの情報や提言などもどんどん掲載していき、魅力ある紙面を目
指します。町民の皆さんからの教育・文化に関わる情報をお待ちしています！

広報●教育しずくいし●2006●4●No.13●6

種　別 公　立 私　立
高等学校 7,000円以内 12,000円以内
工業高等専門学校 11,000円以内
短期大学 18,000円以内 22,000円以内
大学（昼間部） 25,000円以内 30,000円以内
大学（夜間部） 12,000円以内 18,000円以内

＜募集要項＞

より充実した広報紙へ…　コーナー記事大募集！！

4月
26 �　教育委員会議

5月
12 �　社会教育委員会議
14 �　岩手山ろくファミリーマラソン

場所：町陸上競技場発着
17 �　第1回雫石町教育研究会（午後1時から）

場所：中央公民館　【問い合わせ】学校教育課
20 �　雫石中学校体育祭
21 �　第2回いわて銀河100kmチャレンジマラソン大会
【問い合わせ】実行委員会事務局　TEL 614-3830

� 4月～5月の主な行事予定�
教育広報も今年度からリニューアルして新しくなりました。
私もパソコンの資格をとりたいという目標を実現できるよう、
心機一転頑張りたいと思います☆（HaR）
年 6 回から12回に。内容も一新。まさにバージョンアッ

プした…つもりです。これまでの教育委員会からの一方的な
情報提供にとどまらず、相互参加型の紙面になっていけばと
思っています。どうぞよろしくお願いします。（Yasu）

�あとがき�

顧　問：小川　元春（教育長）
局　長：小原　千里（社会教育課長）
局　員：細川　悦子（学校教育課）

上野　　宏・柴田　慈幸（社会教育課）
小林由美子・熊谷　友里（生涯文化課）

編集部：柴田　慈幸・渡部はる香（社会教育課）

広報「教育しずくいし」編集局

広報「教育しずくいし」５月号は５月11日（木）発行です。

お知らせとご案内

雫石町スポーツ振興審議会 委員を公募します 奨学資金・就学援助の18年度希望者を受付中


