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周囲を山々に囲まれている雫石は、特にも江戸時代以降、
質の高い木材の産地としても知られていました。
毎年、春になると橋場・志戸前の山々から伐採した木は雪

解け水を利用して流され、いったん木場に集められました。
そこで筏として組み直し、そのまま竜川・雫石川を経て盛岡
（杉土手）まで運ばれた木材は、城や住宅、橋や寺の改築や、
あるいは薪などとして利用されました。
御所ダムの完成によって、もう筏流しの光景を見ることは

ありませんが、今も残る「春木場」の地名が、かつて雫石で
筏流しが盛んに行われていたことを伝えています。

ふだん、登下校時などさまざまな場面で子どもたち
を見守ってくれる地域の方々に、子どもたちの学校で
学ぶ姿をご覧いただく日です！来年入学予定の子ども
をもつ保護者の皆さんも、ぜひおいでください。
【期　日】7 月 1 日（土）
【会場及び参観時間】下記のとおりです。

【問い合わせ】各小中学校または学校教育課へ

会　場 参観時間 参観時間会　場
雫石小 10:40～14:10 10:45～12:20橋場小
七ッ森小 13:30～14:15 8 :45～14:45大村小
上長山小 14:00～16:00 13:55～14:40南畑小
下長山小 10:40～16:00 8 :15～15:35安庭小
西根小 13:50～14:35 8 :50～14:30雫石中
御明神小 13:30～16:00

－6月は食育月間、毎月19日は食育の日－
朝ごはんは一日の活動のエネルギー源！特

に「脳の働き」にとっては不可欠なもの。子
どもたちにはぜひ「朝ごはん」を食べるよう
すすめてください。
学校では、給食を通じて、子どもたちの

「食」について指導しています。ご家庭にお
いても「食」についての関心を一層高めてい
ただくようお願いします。町の次代を担う子
どもたちのために、そして、しっかりとした
家庭や地域をつくるため、
教育委員会では、食育を
強く推進しています。
【問い合わせ】学校教育課
（内線295）
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本館の床面改修工事実施に伴い、6月15日（木）～
30日（金）までの期間、本館を臨時に休館します。
なお、本館以外の施設（曲り屋・水車小屋・竪穴

式住居等）は通常どおり見学できます。
【問い合わせ】資料館または社会教育課（内線284）
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・第 4回雫石町民劇場のキャスト・スタッフ
・しずくいし混声合唱団の団員
・薬物乱用防止標語　をそれぞれ大募集中です！
詳しくは折り込みのチラシをどうぞご覧くだ
さい。
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教育委員会定例会リポート（4月）

子どもは、関わってくれる人が多ければ多いほど豊かに健やかに育っていきます。また、幼い頃から多
くの人と触れ合うことで、よりよい人間関係を築けるようになります。
家庭や地域の教育力の弱まりが指摘されている今こそ、子どもに対して家庭や地域が積極的に人との関
わりの場を作っていくことが必要なことではないでしょうか。
特にも、今回は、地域・家庭、そして子どもたちの関わり方について、考えてみましょう。

＜地域ぐるみで子育てをする町へ…＞
子どもの教育は、学校だけでも家庭だけでも完全には行えません。また、現在の社会情勢では、学校やPTA
だけが一生懸命がんばっても心豊かな生き生きとした雫石っ子を育てることはとても難しいのです。まさに
「地域ぐるみで」子どもを育てる体制を作っていくことが必要です。
ところで、子どもの健全育成のために、学校・親・地域・行政・子どもの５者がそれぞれ役割を持って活動
する「教育振興運動」という取り組みがあることをご存知でしょうか？岩手県独自の取り組みとして進められ
てきたこの運動は、地域ぐるみで子どもを育むための方法として、その意義が見直されてきています。
次回は、この「教育振興運動」とはいったいどのようなものか、そして運動の実例などに迫っていきます。

雫石中学校ＰＴＡより要望があった通学路の交通安全

施設整備と安全対策の早期実現について、各関係機関と

協議・検討していくことを確認しました。

①スクールバスについて
スクールバス通学認定の範囲拡大について、どのよ

うに考えているか。

保護者の方々にとっては切実な問題です。新たな財

政支出を伴うことなく、現状の中で改善策を出すこ

とを前提に事務局としての方向性を出したいと思っ

ています。また、現体制の中での見直しとして、御

所地区において対象範囲を拡大しています。

通学バスの利用マナーが悪いという保護者からの声

があるので現状を確認のうえ指導をお願いしたい。

事務局へは特に話しはありませんが、学校と確認し

て対応します。

②雫石小「白寿桜」について
雫石小学校に「弘法桜」に次ぐともいえる「白寿桜」

という桜の木がありますが、手入れがされていない

ようだ。保存についてぜひ検討願いたい。

何年か前に同窓会で樹木医を頼んで手入れをしてい

ますが、その後の状況について確認してみます。

－その１　報告事項編－

－その2 質疑応答編－

③特別支援教育について
特別支援教育の支援体制について、雫石町の現状

はどのようになっているのか。

通常学級で指導してほしいというのが親の願いとし

て一般的ですが、新しい特別支援教育の考え方も、

通常学級において一緒に生活する中で、個別の支援

計画を策定して指導するようになっており、この形

でのサポートがよいと考えています。

④公民館使用及び学校開放について
公民館使用の減免規定の見直しについて混乱がある

ようだ。スポ少の場合、団員が単一校と複数校の学

校から構成される場合では違うようだがどうか。

使用料の減免については、高校生以下が使用する場

合は全額免除となります。

学校開放について、同じ時間帯に「学童」と「スポ

少」が使用したいという場合どうなるか。申請はそ

れぞれに行います。

「学童」に来てそのまま「スポ少」へという形が多

いと思います。学校でうまく調整してもらい、運用

面で弾力的に考えていいと思います。
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しずくいしの
教育 特集～地域のみんなで子どもを育もう！［1］

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～地域のみんなで子どもを育もう！［1］

①安心して子育てを…
情報化社会といわれる現在で

すが、さまざまな情報が氾濫

していると、その取捨選択が

難しく、かえって混乱を招く

ことにもなりかねません。特

にも若いお父さんお母さんの

さまざまな悩みを共有し、解

決できるような場を作ってい

くことが大切です。

②安全・安心な環境を…
特にも最近登下校時の危

険が増加し、不安が広がっ

ています。子どもを多くの

目で見守ることが緊急の課

題となっていますが、学校

だけ、あるいはPTAだけで

解決できるような簡単な問

題ではありません。

③みんなと関わる力を…
多くの友達といっしょに思

う存分遊んだり、ぶつかっ

たりして築かれる豊かな人

間関係が、子どもの遊びが

変化する中で作られにくく

なっています。日常生活の

中で子どもたちがもっと活

動できる機会を作っていく

ことが必要です。
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中津川沿いの散策や岩手県民会館等を見学します。
文化の薫りに触れてみませんか。
【期　　日】6 月30日（金）
【集合場所】中央公民館　8：30集合
【見学行程】8：45中央公民館発→盛岡市中津川詩

歌の道（盛岡ふるさとガイドによる説明・上
の橋、カキツバタ園ほか）→昼食（東屋大手
先店）→野の花美術館→岩手県民会館（バッ
クステージ見学）→16：30中央公民館着

【参加料】2,500円（昼食代込み）
【定　員】先着30名
【その他】歩きやすい格好でご参加ください。
【申し込み】参加料を添えて、中央公民館へ 6 月20

日（火）までにお申し込みください。
【問い合わせ】中央公民館

自宅にある反物を使って、浴衣や丹前などを作っ
てみませんか。
【日　時】6 月26日（月）～ 7月10日（月）

（全 5回）
毎週月・金曜日 9 ：00～13：00
（初日、最終日は　10：00～15：00）

【場　所】御明神公民館　和室
【講　師】高橋　茂子さん（安庭行政区在住）
【定　員】先着10名
【受講料】1,000円
【持ち物】裁縫道具、反物（衣服にする布）
【申し込み】6 月21日（水）までに御明神公民館へ
【問い合わせ】御明神公民館

緑まぶしい季節！ハイキングも兼ねて、県指定天
然記念物「白沼のモリアオガエル繁殖地」で珍しい
カエルの習性を学んでみませんか。
【期　　日】6 月24日（土）・雨天中止
【集合時間】9 ：20雫石町役場前集合

または10：00滝の上温泉駐車場集合
【見学行程】10：00滝の上温泉駐車場→＜徒歩＞

11：30白沼（説明・見学・昼食）→
14：00滝の上温泉駐車場

＊行程中には急傾斜地もあります。ご了承下さい。
【持ち物】帽子・軍手・筆記用具等
＊見学時のために長靴での参加をお勧めします。

【定　員】先着15人
【申込期限】6 月20日（火）
【申し込み・問い合わせ】社会教育課（内線284）

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

町指定天然記念物の蝶を観察して、その習性を学
んでみませんか。
【日　時】7 月 2 日（日）11:00～12:00

＊雨天中止
【会　場】七ツ森墓地公園内

チョウセンアカシジミ生息地
＊現地集合・現地解散です。

【講　師】尾形　洋一さん
（チョウセンアカシジミの会　会長）

【定　員】先着20人
【申込期限】6 月28日（水）
【申し込み・問い合わせ】社会教育課（内線284）

今回は夏のおやつにピッタリの杏仁豆腐と黒蜜プ
リンを作ります。
【日　時】6 月18日（日）・19日（月）

9：30～12：00
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬　裕子さん（舛沢行政区在住）
【定　員】各20名
【受講料】500円
【持ち物】エプロン、三角巾
【申し込み】6 月16日（金）までに御所公民館へ
【問い合わせ】御所公民館

7 月は、くるみの樹皮を採集に行きましょう！採集
した樹皮は、9月のあそびの学校で作品に仕上げます。
【期　日】7 月 9 日（日）
【時　間】10：00～15：00

＊集合時間厳守でお願いします。
【場　所】歴史民俗資料館及びくるみ樹皮採集地
【受講料】1,500円（材料代等）
【持ち物】帽子・軍手・ゴム長靴・ものさし・カッタ
ーナイフ・剪定バサミ（ナタ・のこぎり）＋昼食
【定　員】10人
【申込期限】7 月 1 日（土）
【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/



広報●教育しずくいし●2006●6●No.15●4

子どもにも、読書の楽しさを！
【小説】… 39冊
・愛の流刑地（上・下）…渡辺　淳一
・深淵のガランス………北森　　鴻
・女たちは二度遊ぶ……吉田　修一
・夜の公園………………川上　弘美
・ゆりかごで眠れ………垣根　涼介
・町長選挙………………奥田　英朗
・背負い富士……………山本　一力
・秀吉の枷（上･下）……加藤　　廣
・棄霊島（上･下）………内田　康夫
・ミーナの行進…………小川　洋子
・スパイ大作戦…………室積　　光
・山姥の夜………………澤田ふじ子
・浮かれ黄蝶……………平岩　弓枝
・毒蟲VS溝鼠 …………新堂　冬樹
【一般書】… 37冊
・世界を変えるお金の使い方…山本　良一
・焼きそばうえだ……さくらももこ
・空は、今日も、青いか？…石田　衣良
・明日へ…………………森　　昌子
・しいちゃん日記………群　ようこ
・この国のけじめ………藤原　正彦
・医者以前の健康の常識…平石　貴久
・おうち歳時記…………中西　利恵
・道路の決着……………猪瀬　直樹
・東京のドヤ街 山野でホスピス始め
ました…………………山本　雅基

・泣き虫しょったんの奇跡 …瀬川　昌司
【ヤング・児童書】… 32冊
・ハリー･ポッターと謎のプリンス

……………J.K.ローリングﾞ
・浅田真央、15歳 …宇都宮　直子
・バスラの図書館員

……ジャネット･ウィンター
・あめのもりのおくりもの …ふくざわゆみこ
・どんなかんじかなあ…中山　千夏
・うれしいがいっぱい …新沢としひこ
・ぶたのぶたじろうさん①②

……………………内田麟太郎
・メディエータ３…メグ･キャボット
・FRUSH………カール･ハイアセン
・だれか、ふつうを教えてくれ！

……………………倉本　智明

＜ごしょうかいします!!＞
『深淵のガランス』
花師と絵画修復師、2つの顔を

持つ男が色々な絵画の謎に迫りま
す。
舞台は雫石・玄武。ここに手つ
かずのまま残されている、洞窟壁
画修復の依頼を受けることから物
語は展開…。読みすすめていくと
「本当に壁画があるのでは？」と
思わせます。

新着図書をご紹介（4/21～5/20受け入れ分）

県教育委員会では、地域や学校での教育に対する
保護者等の意見・提言を直接聴き、意見交換の場を
設定することにより、教育施策への県民の理解を図
るとともに、教育委員会の施策に反映させるため教
育懇談会を開催します。ぜひ傍聴してみませんか。
【日　時】6 月15日（木）午後 1時～午後 3時
【場　所】盛岡市勤労福祉会館大ホール
【懇談テーマ】学校・保護者・地域の連携について
【問い合わせ】県教育委員会

「スカイパーフェクトＴＶ!」での学習のほか、学
習センターからテープの貸出しを受けて学習できま
す。あらゆる分野の約360科目の中から興味のある
ものを選んで学習できます（ 1科目でもOK）。
【募集学生】①学部全科②学部選科③学部科目

④大学院修士選科⑤大学院修士科目
【出願受付期間】6 月15日（木）～8月15日（火）
【問い合わせ】放送大学岩手学習センター（岩手大
学構内） TEL 653-7414（月曜・祝日休所）

☆第23回岩手山ろくファミリーマラソン
（5月14日・町民 3 位以上の成績）
・ハーフマラソン男子高校以上
第 3位　目移　和行（1:12:53）
・4�小学校高学年男子
第 1位　村上　映人（上長山小・0:15:49）
・4�小学校高学年女子
第 3位　吉田　梨絵（雫石小・0:16:30）
・3�小学校低学年男子
第 1位　村上　純人（上長山小・0:13:11）

☆第35回雫石町スポーツ少年団春季野球大会
（ 5月20日・町鴬宿グラウンド）
・１回戦
御明神小ゴールデンイーグルス　5-1 安庭ヤンキース
西山ボンズ　13-6 雫石小ダイナミックス
・準決勝
御明神小ゴールデンイーグルス　13-3 上長山小ファイターズ
南畑ブルーサンダース　4-3 西山ボンズ
・決勝
南畑ブルーサンダース　8-6 御明神小ゴールデンイーグルス

6 月15日（木）は………
“たんぽぽおはなし会”です！
こんなプログラムを準備しています。
・こぐまちゃんのうんてんしゅ

（パネルシアター）
・おままごとをつくろう！

（こうさく）
・絵本の読み聞かせ、手遊びなど
10：30スタート。中央公民館2Fの
視聴覚室で、たんぽぽおはなし会の
皆さんが、みんなを待ってまーす！

6 月24日（土）は………
“しずくいしおはなし会”です！
こんなプログラムを準備しています。
・おばけとももちゃん

（パネルシアター）
・とべないほたる 2（読み聞かせ）
10時スタート。中央公民館１Fの特
別会議室で、おはなしの雫の皆さんが、
みんなを待ってまーす！

※たんぽぽおはなし会は未就園児、し
ずくいしおはなし会は小学生対象です。
【問い合わせ】
どちらも町立図書館



昭和46年 7 月30日、雫石町上空で全日空機・自
衛隊機衝突事故が起こり、多くの方が犠牲になりま
した。犠牲者の多くが富士市の方々だったこともあ
り、33回忌を契機に、事故の教訓を後世に伝えるた
め、平成16年から両市町の小学生の交流事業が始ま
りました。
今年は、7 月28日から31日までの日程で富士市
の児童約40人が来町します。事業では、28日の歓
迎会や30日の慰霊の森での拝礼・清掃活動、あるい
は期間中のホームステイなどを通して町の児童とも
大いに交流を深めていく予定となっています。
【問い合わせ】社会教育課（内線282）

去る 5 月 3 日（水）、さわやかな五月晴れの中、
町内22チームによる早起き野球大会が町営球場で開
幕し、熱戦の火ぶ
たが切られまし
た。大会は8月の
決勝までロングラ
ンで行われ、たく
さんの好ゲームが
期待されます。
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雫石中学校校長 山本　京助

伝統の体育祭、そして国道清掃。
今、本校において今一番に輝いて
見えるのは、それらの行事に意欲
的に取り組む三年生の姿です。

ここ数年来の「雫石中は変わっ
た」という地域の皆さんからの評
価に対して、そのことを誇りに思
い、応えようと奮闘しています。
一年生や二年生たちを指導する上
で、下級生の手本となるような行
動や態度をしめそうと三年生たち
はがんばっています。
もうひとつ私にとって輝いて見

えるのは、生徒の指導に真摯に取
り組む本校の職員です。それぞれ
の学級や学年で発行される通信に
は、生徒たちの成長を願う保護者
の皆さんと同じように、愛情に満
ち溢れ、成長を願う気持ちが文面
を満たしています。そして、師弟
同行の精神のもと指導に当たって
いる姿は頼もしいものがありま
す。

このどちらも、当たり前のこと
だろうといわれればその通りなの
ですが、当たり前のことが当たり
前にできるということは難しく、
今それができている本校は素晴ら
しいと思えるのです。今後とも当
たり前のことが当たり前にできる
学校を目指してがんばって行きた
いと思いますので応援よろしくお
願いいたします。

今、学校は…

シリーズ「輝」№14

あたりまえがあたりまえに

伝統の体育祭。選手宣誓！　

恒例、白熱の応援合戦！

次回はわかば幼稚園からの情報を
お送りします。

このたび雫石中学校ではホームページを開設しました。どうぞご覧ください！
http://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=0320001

昨年10月 2 日・3 日に町営体育館で開催され、
大成功に終わった第18回全国スポレク祭エアロビッ
ク大会。現在、町内で楽しく活動しているエアロビ
ックのサークルがあるということで、その様子を伺
ってきました。

サークルでは、現在キッズ・ジュニア・大人の部
それぞれ毎週木曜日に町営体育館で活動しています。
大人の部のメンバーは18人、年齢層も幅広いのでだ
れでも気軽に参加できそうです。また、音楽に合わ
せて体を動かすので、楽しさもアップ！
メンバーの三本ミツ子さんは、「友達がやっている
のを知り入った。毎週楽しく参加している。みなさん
も時間があればぜひ参加しては。」と話していました。
エアロビックに興味のある方はもちろん、楽しく

体を動かしたい方も、参加してみてはいかがでしょう。
【問い合わせ】事務局 TEL 692-1310（近藤さん宅）

過去から学ぶ交流の和過去から学ぶ交流の和
～富士市・雫石町少年交流事業が 3年目を迎えます

＜いきいき生涯スポーツ！＞ ＜早寝、早起き、朝野球?!＞

気軽に、楽しくエアロビック！

開幕式！今年も集った選手たち
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町体育指導委員協議会では、町民が気軽にニュースポーツを体験できるよう、指導者の派遣や道具の貸し出しなど、
「ニュースポーツ教室」の開催を支援しています。どうぞ気軽にご相談・ご利用ください。

出前型「ニュースポーツ教室」実施要項

【主催】町体育指導委員協議会
【後援】町教育委員会
【実施期間】平成18年 5 月～平成19年 2 月
【対象】子ども会・親子会・PTA・職場・サークル等

＊原則として10人以上の団体とします。

種　　目
ウォーキング 用具も必要なし。日常の健康づくりに、気軽に体力アップ！

やわらかい素材のフリスビーでドッヂボールや的当てゲーム！10人以上100人くらいまでOK。
直径1.3ｍの大きなボールを落とさないようにキャッチ!!小学3年生以上の親子行事にどうぞ！
校庭でもできる簡単なゴルフ。初心者も安心。チーム分けの心配もありません。

「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！

1チーム3人の、文字どおり家族でできるバドミントンです。

ドッヂビー
キンボール
グラウンドゴルフ

スナッグゴルフ

ファミリー
バドミントン

説　　明

【メニュー】

【問い合わせ】体育指導委員協議会事務局（町教育委員会社会教育課内・内線283）

【経費】1 団体あたり2,000円（資料代）
＊会場の使用料は団体で負担願います。

【申し込み】開催する日の1ヶ月前までに申込書を社会教
育課に提出してください（申込書は社会教育課
にあります）。

コーナー記事募集中！！

6月
17 �～19 �　第54回岩手地区中学校総合体育大会
22 �　第40回町小学校陸上記録会

（雨天の場合23日に順延）
28 �　教育委員会議
29 �　小学校低学年芸術鑑賞教室

7月
1 �　町内小・中学校一斉授業参観日
15 �～17 �　第53回岩手県中学校総合体育大会
28 �～31 �　富士市・雫石町少年交流事業

� 6月～7月の主な行事予定�

この時期になると夜、家の近くでカエルの大合唱が始まり
ます。あー、睡眠妨害だわ。なんて思いながら気がつくとい
つも朝になっています。じつは子守り歌…なのかな？（HaR）
最近この広報編集用パソコンがちょっと新しくなりました。
今まではあまりの反応の遅さにイライラする毎日でしたがそ
れも解消。おかげで作業スピードは一気に速くなりました…
が相変わらず忙しいのは、なぜ？（Yasu）

－中央公民館・図書館工事のお知らせ－
6月中旬から7月にかけて、下記の工事を予定しております。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。
・冷暖房ユニット交換工事（図書館）
・トイレ改修工事（中央公民館）

�あとがき�

広報「教育しずくいし」7月号は 7月13日（木）発行です。

お知らせとご案内
☆ニュースポーツ教室　開催しませんか？ ～出前型「ニュースポーツ教室」利用のすすめ～

○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
7 月号掲載締切は 6月15日（木）
8月号掲載締切は 7月20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）

出前型「ニュースポーツ教室」実施要項


