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雫石は、盆地という地理的特性によって、長い間一定の文
化圏を形成してきました。これまで伝わってきた多くの優れ
た伝統技術は、この独特の文化圏が育んできた、まさに郷土
の個性を表しています。中でも、この“マダけら”は、その
完成度の高さと芸術性から、単なる生活のための民具として
ではなく、工芸品としても非常に高く評価されています。
マダ（シナの木）の皮と、部分的に山ぶどうなどの木の皮

を用い、完成までに膨大かつ緻密な技術を要するこの作品に
は、古来からの伝統技術の粋がちりばめられています。

町教育委員会社会教育指導員　上野　宏
春本番の里山では、あらゆるものが生き生きと活動しています。そのエネルギーを体いっぱい吸収
し、身も心もさわやかにしませんか？家の近くをお子さんと手を繋いでゆっくり散歩し、目にふれる
草花や虫たちに季節を味わいましょう。身近な自然やご近所の人たちとの出会いは、お子さんの五感
を揺さぶり豊かな感性をはぐくみます。
１週間に1度、お子さんと一緒にのんびり散歩を楽しみましょう！

第1回町教育研究会では、町出身の新里孝二氏を講
師に迎え、講演会を開催します。多数のご来場をお待
ちしています。

演題「今、教師に期待すること」
【日時】 5 月17日（水）14時30分
【会場】雫石町中央公民館　大会議室
【講師】新里　孝二氏
【講師プロフィール】
町内御明神春木場出身。昭和18年生まれ、さいたま
市岩槻区在住。埼玉県公立学校教諭経験20年、岩槻市教
育委員会学校教育部長、岩槻市立太田小学校長を歴任。
現在、埼玉県教育局地域非行防止ネットワーク推進

員として学校支援にあたっています。毎年山菜の時期
になると実家に帰省し、ふるさとを満喫しているとの
ことです。

去る 3 月に発掘調査を行った板橋Ⅲ遺跡か
ら、旧石器時代（およそ30,000～13,000
年前）のものと見られる石器約100点が出土
しました。旧石器時代に確実に位置付けられ
る石器が出土したのは、町内では初めて（＊桜
松遺跡などから可能性の高い石器が見つかっ
ています）のことです。
出土した石器は、今後多方面からの分析を行
った後、資料館等での展示を予定しています。
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教育委員会定例会リポート（3月）

最近、報道等でよく「スクールガード」という言
葉を耳にしますが、スクールガードとは、児童生徒
の登下校時の見守りなどを行いながら、安全確保を
推進する地域ぐるみの学校安全ボランティアのこと
をいいます。

町教育委員会では、文部科学省の委嘱事業である
「地域ぐるみの学校安全体制整備事業」を活用し、
今年度から学校ごとの「スクールガード組織」づく
りを推進しています。併せて、スクールガードリー
ダー（地域学校安全指導員）を設置し、児童生徒の
安全を守る体制づくりを進めています。

学校内外で児童生徒の安全を確保するためには、何よりも学校・家庭・地域が連携し、地域ぐるみで子ども
を守っていくことが重要です。そのために、これまで以上にＰＴＡ・子ども会・自治会・老人クラブ等の団体
や関係機関との連携を進め、協力しながら取り組めるような環境づくりにも努めて参ります。

子どもを事故や犯罪から守るという意識を町民全
体で高めるために、夏休み・冬休みなどの長期休業
時に、啓発チラシの回覧や防災無線による放送を行
っています。これらの啓発活動は、地域ぐるみで子
どもの健全育成も図るという目的から、町青少年育
成推進協議会と共同で行っています。

不審者の学校侵入や登下校時の連れ去りなど、児童生徒が事件に巻き込まれるケースが全国的に発生し
ている近年、児童生徒の安全を確保することが教育施策の重要なテーマの一つとなっています。幸い、町
内ではこのような事件は発生していませんが、事件を未然に防ぎ、児童生徒の安全を確保するため、町で
もさまざまな施策を進めています。
今回は、その取り組みについてご紹介します。

－その１　決定事項編－
１．課長の人事に関し議決を求めることについて

２．町就学指導委員会委員の委嘱及び任命について

３．町社会教育委員の任命及び解任について

４．町公民館運営審議会委員の任命及び解任について

５．町立図書館協議会委員の任命及び解任について

６．町教育委員会服務規程の一部を改正する訓令について

７．町立学校施設使用料条例施行規則の制定について

８．学校施設の開放に関する規則の全部改正について

９．学校施設の開放事業事務取扱要領を定める訓令につ

いて

10．町文化財保護条例施行規則の一部改正について

11．町文化財保護審議会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学力問題について
学力調査結果、落ち込んでいる部分について原因を

調査し検討する等の対策が必要ではないか。

学力向上対策については、本年度の学校教育におけ

る重点目標となっていますので、校長会議や研修会

等で指導してまいります。
②特色ある学校づくり推進事業について
「特色ある学校づくり」の取り組みについてどのよ

うに考えているか。

予算要求の段階で計画書の精査を行い検討しまし

た。各学校の「光る特徴」がさらに光り輝くようバ

ージョンアップをと考えています。
③東京芸術大合宿招聘事業について
事業の概略について説明願います。

合宿を兼ねて大学生を雫石町に招き、町内小中高生

を交えて指導をお願いするとともに町民を対象とし

た演奏会を行う予定です。
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しずくいしの
教育 特集～子どもの安全を守る取り組み

①スクールガード ②啓 発 活 動

③地域との連携

（平成17年の冬休みに回覧した啓発チラシ）

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）

特集～子どもの安全を守る取り組み



いよいよ開催間近です。チケットはお早めに!
【日　時】5 月20日（土）19:00

5 月21日（日）①10:00 ②13:30
（開場各30分前・ 3 回上映）

【場　所】中央公民館野菊ホール
【前売入場料】1,000円（当日1,500円）
＊小中高生は当日券（800円）のみ販売。
＊前売券は県内の会場どこでも鑑賞できる「ふる
さと鑑賞券」です。

【プレイガイド】絶賛発売中!
・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・野菊ホール

自分のペースで楽しく運動してみませんか？子ど
もから大人までだれでも参加できます！
【活動期間】5 月21日（日）～10月15日（日）

毎週木・日曜日
午前 5時45分集合（終了後順次解散）

【集合場所】中央公民館
（1km、2km、
3km特設コース）

【申し込み】雫石公民館
＊または開催日に直接
現地で随時受付します。

毎回人気の移動教室！雫石御所ゆかりの地・高水
寺城跡を訪ね、奥州の斯波氏についても学習します。
申し込みはお早めに！
【日　時】6 月21日（水）

8：00 雫石町役場前集合
【行き先】紫波郡紫波町

五郎沼～志賀理和気神社～本誓寺～長岩寺
～高水寺城跡～八戸藩志和代官所跡
～志和稲荷神社～志和古稲荷神社

【参加費】2,500円（当日申し受けます。）
【定　員】40人（先着順）
【申込期限】6 月15日（木）
＊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】社会教育課（内線288）
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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

6 月は、藍染を楽しみましょう！
【期日】6 月11日（日）
【時間】9 ：00～15：00
【場所】歴史民俗資料館
【講師】原　穂波さん
【受講料】1,800円（材料代等）
【持ち物】染めたい物（シーツ・布・シャツ・糸等）

ゴム長靴・ゴム手袋＋昼食
【定員】20人
【申込期限】6 月 6 日（火）
【申し込み・問い合わせ】歴史民俗資料館

ホームページ開設中！ 町立図書館：http://www.lib-shizukuishi.jp
県営屋内温水プール：http://www15.ocn.ne.jp/̃hotswim/

町には、公民館の各種講座や教室から発展し、活発に活動しているサークルがたくさんあります。
趣味活動のため、健康のため、サークルで楽しく「生涯学習」してみませんか。
活動の詳しい内容や日時は、それぞれ活動場所となっている公民館に気軽にお問い合わせください。

～中央公民館～
しずくいし混声合唱団
謡曲教室
童謡の雫
のぎくダンススポーツサークル
ヨーガ同好会
雫石野の花会（水彩画）
のぎく太極拳倶楽部
ファインドールクラブ
しずくいし弦楽クラブ

～雫石公民館～
菊作り教室・筝曲雫石教室
滴石書道同好会・絵画同好会
雫石将棋同好会・雫石囲碁同好会
さわやか倶楽部
（ウォーキング・ランニング）

～西山公民館～
西山地区ヨーガ同好会
滴石書道同好会
長山地区大正琴同好会
はりっこ会

～御所公民館～
バドミントン同好会
絵画クラブ・生け花クラブ

～御明神公民館～
やきものクラブ
大正琴サークル
よしゃれ愛好会
よしゃれクラブ
パッチワーク愛好会



子どもにも、読書の楽しさを！
【小説】… 30冊
・べっぴんぢごく………岩井志麻子
・流れる星は生きている…藤原てい
・制服捜査………………佐々木　譲
・イルカ……………よしもとばなな
・チョコレートコスモス…恩田　陸
・ＯＰ．ローズダスト（上･下）

……………………福井　晴敏
・青雲遥かに……………佐藤　雅美
・週末のフール…………伊坂幸太郎
・漢方小説………………中島たい子
・愛のあとにくるもの……辻　仁成
・愛のあとにくるもの……孔　枝泳
・最悪……………………奥田　英朗
【一般書】… 71冊
・脳内汚染………………岡田　尊司
・脱ファスト風土宣言……三浦　展
・まがいモンたちの終焉…落合信彦
・病気にならない生き方…新谷弘実
・娘に語るお父さんの歴史…重松清
・ヤンキー先生の子どもがわからな
い親たちへ……………義家　弘介
・まっすぐに。…………青木あざみ
・週末店主………………柏木　珠希
・モッタイナイで地球は緑になる

…………ワンガリ･マータイ
・俺ルール！ …………ニキ･リンコ

【ヤング・児童書】… 25冊
・盾-SHIELD-〔シールド〕 村上龍
・ゲド戦記外伝 ………ル･グウィン
・闇にひそむ海賊

…………イアン･ローレンス
・がんばれさるのさらんくん

……………………中川　正文
・ジョナさん……………片川　優子
・トイレのひみつ…………橘　悠紀

＜ごしょうかいします!!＞
『盾-SHIELD-〔シールド〕』
私達の心の中心にある大切で柔
らかいものを守るために盾（シー
ルド）が必要であることを、主人
公の少年 2 人が大人になるまで
の生き方を通して知らせているお
話です。
一人ひとりの生き方で盾（シール
ド）の持ち方も違ってくるように
思います。
村上龍さんの『13歳のハロー

ワーク』を焦点化して深めた物語
です。中・高校生に･･･いや、大
人にも読んでほしい本です。
それにしても、心の中心にある
大切で柔らかいものとは、なんだ
ろう。 （読者の感想です）
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新着図書をご紹介（3/19～4/20受け入れ分）
☆たんぽぽおはなし会☆

絵本の読み聞かせのほか、工作
など、楽しいことがいっぱい！
【日時】5 月18日（木）

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
【お手伝い】たんぽぽおはなし会
【問い合わせ】町立図書館

☆しずくいしおはなし会☆
【日時】5 月27日（土）

10：00～
【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
【お手伝い】おはなしの雫
（読み聞かせボランティア）

【問い合わせ】町立図書館

混声のハーモニーを一緒に楽しみませんか。特に
男性、大歓迎です！
【練習日時】毎週木曜日　午後 7時～ 9 時
【場　所】中央公民館リハーサル室

（または野菊ホール）
【内　容】合唱練習・ミニコンサート・野菊の里の

音楽祭開催・各種音楽祭への参加等
【指　導】伊藤哲也さん・岩崎賢江さん・福田公子

さん（ピアノ）
【会　費】1,000円／月
【申し込み・問い合わせ】しずくいし混声合唱団事

務局（佐々木宅）TEL 692-2485

太極拳は年齢に関係なくど
なたでも楽しめるかっこいい
運動です。身体の緊張を取り
去って、ストレスも解消でき
ます。気軽に始められる体験
コースで、ぜひお試しくださ
い。
【体験日時】① 5月26日（金）

② 6月 2 日（金）
③ 6月 9 日（金）
午後 7時～ 9 時（全 3回）

※通常の活動日時：毎週金曜日　午後 7時～ 9 時
【場　所】中央公民館視聴覚室
【内　容】入門太極拳・ストレッチング
【指　導】高橋智子さん（岩手県太極拳協会）
【受講料】1,500円（全 3 回分）
【申し込み・問い合わせ】のぎく太極拳倶楽部事務

局（今川）TEL 692-4759
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雫石高等学校副校長 上原　耕太郎

今春3月の卒業生78名は、就職
希望・進学希望ともに合格100％
を達成しました。これは、潜在能
力を見事に発揮した生徒の頑張り
によるものです。

【就職…44名】
（町内12名、盛岡市内15名、他17
名）
地元志向が強く、かなり地元に

定着しています。就職試験は、学
科試験・面接・作文等ですが、面
接が重視されますので、日常のマ
ナー指導と小規模高校の強みを生
かした徹底した面接指導を行い合
格を勝ち取りました。多くの雫石
高校卒業生や地元企業の方々の強
力なご支援にも、感謝しておりま
す。
【進学…34名】
（大学 6名、短大 4名、専門学校
24名）
推薦入試を全面的に活用してい

ます。推薦入試の小論文・面接対
策には、マンツーマン指導が必要
で、平日の放課後遅くまで、さら

には休日も登校し粘り強く頑張っ
た結果、盛岡市内の高校に負けな
い成果を出しました（殆どが推薦
入試合格者です）。

今後も雫石高校は、学びの雰囲
気があふれる、部活動・委員会活
動の活発な高校を目指し、「あこ
がれの丘　青春道場にふさわし
い」「小さくてもキラリと光る高
校」であるよう頑張って参ります。

体育指導委員とは、スポーツ振興法により市町村教育委員会から委嘱されたスポーツに深い関心と理解を持
つ人たちです。町では、14人の体育指導委員が委嘱され、町民のみなさんにスポーツに関する指導や助言を
行うなど普及・振興に取り組んでいます。

今、学校は…

シリーズ「輝」№13

就職・進学希望100％達成
岩手県立大学に3名合格！

充実の高校生活に満足顔の卒業式

新校長のもと一層の充実を目指す入学式

次回は雫石中学校からの情報です。

【体育指導委員の役割】

・地域と行政をつなぐパイプ役
・町民のスポーツニーズを行政施策に反映させる
・行政機関のスポーツ施策を具体的に展開させる
・町民一人ひとりへのニュースポーツの普及
・雫石型スポーツ指導者活用システムの整備と
運営支援（リーダーバンク）

町体育指導委員協議会では、次のようなニュースポーツの出前指導を行っています。地区行事・ＰＴＡ・子
ども会、スポーツ少年団活動などで活用してみてはいかがでしょうか。どうぞ気軽にお申し込みください。

【ニュースポーツを出前しています！】

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）

【委員紹介　～以下の方々です】

種　　目 人　　数 説　　明

ドッヂビー 何人でも
ドッヂボールのルールを基本として、柔らかい素材のディスク（フリスビー）を使
ったゲーム。当たっても痛くないよ!! 

キンボール 12人 4 人× 3 チームが、コート上で大きなボールをサーブ、レシーブするゲームです。
ビーチボール 8人 バトミントンのコートを使用し、ネット越しにビーチボールを打ち合うゲームです。
ウォーキング 何人でも 体脂肪を減らすのに効果的な有酸素運動。マイペースで続けることができます。

ファミリー
バドミントン

6人
バドミントンのコートを使用し、ラケットを使ってネット越しに羽付スポンジボー
ルを打ち合うゲームです。

スナッグ 何人でも
元PGAツアープレイヤーのテリー・アントンとウォーリー・アームストロングによって
開発されました。「やさしく」「正確に」「どこでも」「だれでも」ゴルフの基本を学べます。

【問い合わせ】体育指導委員協議会事務局（町教育委員会内・内線283）



平成18年 4 月 1 日から、町内の体育施設とともに県営
屋内温水プールも指定管理者による管理となり、（財）雫石
町体育協会が管理運営することになりました。
利用方法や料金は今までと同様ですが、なんといっても

利用料金の安さが魅力の温水プールです。体力づくりとし
て、あるいは健康のため、ぜひご利用ください。
【開館時間】 13:00～20:00（月～金曜日）

10:00～20:00（土曜日）
10:00～17:00（日曜・祝日）
＊夏季変更あり

【休館日】 毎週水曜日（水曜祝日のときは翌日）
年末年始（12月31日・1月1日）

【問い合わせ】岩手県営屋内温水プール
（ホットスイム）TEL 693-3751

【利用料金】（個人使用の場合）

＊中学生以下はすべて無料です。

広報●教育しずくいし●2006●5●No.14●6

区　分
高校生
学　生

一　般

50m
プール
及び
ファミ
リー
プール

トレー
ニング
ルーム

普通利用（ 1回） 300円 400円

夜間利用
（17時以降 1回）

130円 170円

団体利用（10人
以上1人1回）

240円 320円

回数利用（5回） 1,200円 1,600円

普通利用（ 1回） 110円 150円

夜間利用
（17時以降 1回）

50円 60円

団体利用（10人
以上1人1回）

90円 120円

回数利用（5回） 440円 600円

コーナー記事募集中！！

5月
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
26 �　雫石高校ゴミゼロ作戦
27 �　町内小学校運動会（雫石・七ッ森・御明神・

橋場・大村・南畑・安庭）
28 �　町内小学校運動会（上長山・下長山）
29 �　雫石中ゴミゼロ作戦
31 �　教育委員会議

御明神小ゴミゼロ作戦

6月
4 �　西根小学校運動会
6 �　小学校高学年並びに中学校芸術鑑賞教室
29 �　小学校低学年芸術鑑賞教室

� 5月～6月の主な行事予定�

ここ最近やけに体がフワフワして起きていてもどこか頭が
ボーっとする日が続き、春だなあと感じます。このポカポカ
とした春の雰囲気がとても好きです☆（HaR）
4 月号を発行してひと安心…と思ったらすぐに 5月号の編

集作業。忙しい！どこかのCMではありませんが、月曜日に
なると思います。「日曜日に戻りたーい！」（Yasu）

�あとがき�

広報「教育しずくいし」６月号は 6月 8日（木）発行です。

お知らせとご案内
ホットスイムで“もっとスリム”に！

県営屋内温水プール利用のおすすめ　

○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
6 月号掲載締切は 5月18日（木）
7月号掲載締切は 6月15日（木）です。

○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）


