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江戸時代に発生した住宅様式である曲り屋（曲り
家・曲がり家とも表記）は、特にも盛岡（南部）藩に多く
あったことから、よく「南部曲り屋」と呼ばれています。
盛岡（南部）藩は名馬の産地として知られ、領内で

は馬を大事にするという考えが根付いていたと考えら
れており、領民の馬への愛着は「チャグチャグ馬コ」
など現在に残る行事にも見ることができます。
Ｌ字型の独特の形式をもつ曲り屋の一番の特徴は、

「内馬屋」といって、母屋と馬屋が一体になっていることで、人と馬が一緒に暮らすことと言えます。
寛政９（1797）年には雫石地方に2,308頭もの馬がいたことが記録されていることから、かつて町内にも相

当の曲り屋があったことが容易に想像できます。
しかし、生活様式の急激な変化に伴って曲り屋は激減し、現在町内で茅葺屋根の曲り屋は、歴史民俗資料館

曲り屋ただ１軒が残るのみとなりましたが、雫石の文化や人と馬のかかわりを知る上でも重要な文化財です。
築130年ほどと考えられるこの資料館の曲り屋は、御所ダム建設の際に水没地内にあったものを川崎清悦氏
から寄贈を受け、昭和47年に移築したものです。

【日　時】8 月25日（金）
開演：午後 6時30分（午後 6時開場）

【場　所】中央公民館　野菊ホール
【出　演】東京芸術大学学生有志

しずくいし少年少女合唱団
【入場料】300円（小学生以下無料・託児あり）
【問い合わせ】中央公民館

雫石の子どもたちと、日本屈指の打楽器奏者・藤本隆文氏、東京芸術大学学生有志メンバーらとの、夢
のコラボレーションが実現します！素敵な演奏会にぜひお越しください！

＊同時開催＊第 2回しずくいし夏の音楽祭⇒4ページ「教育・文化なんでも掲示板」をご覧ください。

【日　時】8 月26日（土）
開演：午後 4時30分　※雨天決行

【場　所】小岩井農場まきば園
【出　演】東京芸術大学学生有志

雫石中学校吹奏楽部
【入場料】無料
【問い合わせ】小岩井農場まきば園TEL 692-4321

平成18年度表紙シリーズ

南部曲り屋（移築・歴史民俗資料館）
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雫石町教育委員会HPアドレス
http://www.town.shizukuishi.iwate.jpから教育をクリック！

6 月17日～19日開催された地区大会で、野
球・バスケットボール女子・バレーボール女子・
ソフトテニス男女・バドミントン男子団体など多
くの種目で優勝を勝ち取りました！

→詳しい結果は 5 ページをご覧ください。
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6 月22日、好天の中町内小学校の選手が精いっ
ぱい走り、跳び、投げ……… 2 つの新記録が生ま
れました！
今年の教育広報は各種目の結果をお届けします！

→詳しくは折込チラシをご覧ください。

～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～～トピックス3～



広報●教育しずくいし●2006●7●No.16●2

教育委員会定例会リポート（5月）

前回は、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紹介しました。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。
ところで、この「教育振興運動」とはいったいどのようなものなのでしょうか。
今回は、この運動の歴史や考え方を学習してみましょう。

教育振興運動の基本的な考え方は、次の 5つから成り立っています。
①学校・親・地域・行政・子どもの 5 者が、それぞれの役割と責任を果たして取り組む（ 5 者の役割と
責任を果たす運動）。
②運動に関わる人の自主的な意欲の盛り上がりを原動力にして、継続して行う（自主的・継続的な運動）。
③地域社会の実情に即した教育課題に対して、特色を生かして展開する（地域の実情に即した運動）。
④地域の課題解決に対し、みんなで力を合わせて組織的に行う（みんなで取り組む運動）
⑤実践運動の積み上げによって、具体的な成果をあげながら次に進んでいく（具体的な実践に取り組む運動）。

教育振興運動は、昭和40年、当時全国最低レベルにあった児童生徒の学力を地域ぐるみで向上させようと
いうところから始まりました。運動が始まるとすぐに全県にわたって推進組織が作られ、「子どもに勉強部屋
を与えよう」「地域ぐるみで子どもを立派に育てよう」という住民運動が展開されていきました。
当初は「学力向上」が主な目標でしたが、運動の幅の広がりを受けて、昭和46年頃からは「学力向上」「健
全育成」「健康と安全」の 3 つのテーマについて、地域の実情に合わせて運動を展開できるよう、役割や課題
の見直しが行われながら、現在に至っています。
平成14年現在、県内で736もの実践組織があり、さまざまな運動を展開しています。
雫石町でも昭和43年には各行政区に教育振興会が結成され、野中・八区行政区を中心に、昭和50年代にか
けて多くの運動の成果を上げてきましたが、その後活動は下火になっているのが実情です。

生活習慣や環境の急激な変化は、子どもを取り巻く環境にも急激な変化を及ぼしています。少子化・核家族
化などで人と接する機会が少なくなりがちな今日、豊かな人間性を養うためにも、「地域の教育力」の重要性
が叫ばれています。教育振興運動が親子・学校の枠を超え、地域も加えて行っていく運動であることを考える
と、運動の実践は、まさに地域の教育力の発揮と言えるのではないでしょうか。
次回は第 3回（最終回）として、具体的な運動の中身や実践方法などを取り上げていきます。

1．雫石町就学指導委員会委員の任命及び解任について
2．雫石町社会教育委員の任命及び解任について
3．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。

①学校給食について
学校給食について、給食センターにしなくても、雫

石町は将来的に一校の給食室で町全体の学校の給食

を作れるような児童・生徒数になるのではないかと

予測される。事務局としても検討し腹案をもってお

くべきではないか。

現在の自校方式のよい部分を進めながら今後の在り

方について検討をしていきたいと考えます。

－その１　決定事項編－

－その2 質疑応答編－

②安庭小の改築について
学校改築の件はどうなっているのか。校舎の近くに

いるといつなんどきに・・・という思いで不安であ

る。どこまで進んでいるのか。

６月議会定例会に設計費用を予算計上しています。

※6月の議会定例会で議決されました。
③インフルエンザによる学校閉鎖について
雫石中学校のインフルエンザに関わる学校閉鎖の対

応はよかったと思うが、生徒への指導が徹底してい

なかったのではないか。

休校直後の土日の小学校の運動会に、本来静かにし

ていなくてはならない中学生が来ていたようです。

中学生が役員になっているところもありました。先

生からの指導はあったと思いますが、今後の指導に

おいて徹底を図りたいと思います。

委
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委

答

委
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しずくいしの
教育 特集～地域で子どもを育もう！［2］

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～地域で子どもを育もう！［2］

☆教育振興運動ってどんな運動？☆

☆今までの歴史は？☆

☆今なぜ教育振興運動なの？☆



3広報●教育しずくいし●2006●7●No.16●

夏休み企画として、小学生のためのビーズアクセ
サリー教室を開催します。親子で、お友達同士で、
兄弟で、たくさんのご参加お待ちしています！
【日　時】7 月27日（木）

○午前の部：10時～12時
○午後の部：13時～15時

【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬　裕子さん（舛沢行政区在住）
【受講料】300円～

（作品によって材料代が異なります）
【定　員】先着各15人
【申し込み】御所公民館へ 7 月26日（水）までにお申

し込みください。

季節の食材「枝豆」を使った「ずんだだんご」を
友達同士や親子で楽しく作ってみませんか。
【日　時】8 月 5 日（土）、7日（月）

9時30分～12時
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬　裕子さん（舛沢行政区在住）
【定　員】先着各20人
【受講料】一人500円
【持ち物】エプロン、三角巾
【申し込み】御所公民館へ 8 月 4 日（金）までにお申

込みください。

今年の夏は和紙を使った「ちぎり絵」にチャレン
ジしてみませんか。
【日時・会場】

① 8月 3 日（木）13時30分～15時30分
会場：御明神公民館

② 8月 4 日（金）10時～12時
会場：七ツ森小学校

③ 8月 8 日（火）13時30分～15時30分
会場：雫石公民館

【講　師】高八卦正一さん（中南行政区在住）
【定　員】町内の小学生　先着各20人
【持ち物】ピンセット、色の出なくなったボールペン
【材料費】500円程度
【申し込み】中央公民館へ 7 月18日（火）から25日

（火）までにお申し込みください。

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

8 月は、ちょっとおしゃれな竹かごをつくります。
【期　日】8 月 6 日（日）
【時　間】10時～15時

＊集合時間厳守でお願いします。
【場　所】歴史民俗資料館
【受講料】2,000円（材料代等）
【持ち物】（竹を切るための）はさみ・目打ち・

ものさし＋昼食
【定　員】10人
【申込期限】7 月31日（月）
【申し込み・問い合わせ】歴史民俗資料館

あこがれのヴァイオリンを弾いてみませんか。
【日　時】7 月29日（土）開講

12時50分～15時
【場　所】中央公民館
【講　師】白井英治さん（東京芸術大学講師）
【受講料】2,000円
【その他】
・自主活動として、月2
回程度の練習があります。
・ヴァイオリンをお持ち
でない方には貸し出しい
たします。
【申し込み・問い合わせ】
中央公民館

♪高八卦正一ちぎり絵展♪

趣味で作り続けてきた「ちぎり絵」の展示会
を開催します。
【開催期間】7 月19日（水）～ 8月 8 日（火）
【場　　所】中央公民館ふれあい広場

＊中央公民館では、趣味やサークル活動など
で作成した作品を多くの方に見ていただこ
うと、「ふれあい広場」を無料で貸し出し
ています。出展を希望する方は中央公民館
へお問い合わせください。

ホームページアドレス 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/
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子どもにも、読書の楽しさを！
【小説】… 62冊
・うそうそ…………………畠中　恵
・旅路………………………藤原てい
・余命………………………谷村志穂
・お火役凶状……………澤田ふじ子
・写楽･考 …………………北森　鴻
・聞き屋与平……………宇江佐真理
・押入れのちよ……………荻原　浩
・眠れぬ真珠………………石田衣良
・被爆のマリア………田口ランディ
・もしも、私があなただったら

………………………白石一文
・秋の森の奇跡…………林　真理子
・エンジェル･ウィスパー……山科千晶
・周極星……………………幸田真音
・背徳のシンデレラ（上･下）…松岡圭祐
・ディロン～運命の犬…井上こみち
【一般書】… 77冊
・紅い桜……………………斎藤　淑
・「それでも僕は立ち続ける」…みのもんた
・ぼく、ドラえもんでした。…大山のぶ代
・ピーコ語録…………………ピーコ
・誰？………………………渡辺　謙
・通勤電車で寝てはいけない……久恒啓一
・小沢一郎政権奪取論

……………五百旗頭　真他
・日本よ、再び…………石原慎太郎
・狂気の偽装………………岩波　明
・スーパー老人の秘密……柴田　博

・家事の「困った！」を解決する本
………………………学研

・岩手発・雑穀食彩館…岩手日報社
・ひとくちの甘能…………酒井順子
【ヤング・児童書】… 80冊
・おにぎり食べたお地蔵さん

……………………瀬戸内寂聴
・ピーナッくんのたんじょうび

…………………つつみあれい
・ドーナッちゃんとモンブラリン

…………………つつみあれい
・実物大恐竜図鑑

………デヴィット・ベルゲン
・男子のための恋愛検定…伏見　憲明
・このみちをゆこうよ…金子みすず
・とうふこぞう…………せなけいこ
・あいうえおのき……レオ・レオニ
・秘密作戦レッドジェリコ（上・下）

…………ジョシュア・モウル

新着図書をご紹介（5/21～6/20受け入れ分）

6 月24日（土）、 巻町で開催された「東北電力
旗第19回東北ミニバスケットボール岩手県大会岩
手地区予選大会」で、雫石町ミニバススポーツ少年
団が見事大会 4 連覇を果たしました。7 月29日か
ら一関市で行われる県大会での活躍を期待します。

7 月22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。
・ほんとうのことをいってもいいの
・ねこざかな（絵本の読み聞かせ）

など
10：00スタート。中央公民館 1 F
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！

7 月27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。
・おーい　はーい（絵本の読み聞かせ）
・たなばたかざりをつくろう！
・かみしばい、手遊びなど
10：30スタート。中央公民館 2 F
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！

※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

＜ごしょうかいします!!＞
『ピーコ語録－ホントのことしか
言わないわ。』

“本音で話し合える人なんて、向こ
うから絶対に寄ってこないの。”など、
うわべのことは言わない著者の291
の言葉が書かれた１冊です。
「クスッ」と笑え、そして元気をも

らえます。

N響ヴァイオリニストや、盛岡出身ピアニストら
によるコンサート。モーツァルトやシューマンの美
しい調べに触れてみませんか。
【日　時】 ①　8月25日（金）午後 7時開演

②　8月26日（土）午後 1時30分開演
③　8月26日（土）午後 7時開演
④　8月27日（日）午後 2時開演

【場　所】ラ・ラ・ガーデンホール
（雫石町長山極楽野44-9）

【出　演】鈴木理恵（ピアノ）
林　智之（ヴァイオリン）
富沢由美（ヴァイオリン）
臼木麻弥（ヴィオラ）・西山健一（チェロ）

【入場料】各2,000円／フリーパス6,500円
【問い合わせ】ラ・ラ・ガーデンホール

TEL 693-3170
見事優勝！雫石町スポ小の選手たち



高橋直人　2位
女子重量級　谷地貴子　2位

・バドミントン
＜団体＞男子　優勝／女子　優勝
＜個人＞男子シングルス

大坪雄樹　優勝／高橋和雄　2位
細川　瞬　3位／馬場裕樹　3位
男子ダブルス
小志戸前・菅原組　優勝
新里・細川組　2位
中島・平組　3位／千葉・村上組　3位
女子シングルス
大坪瑞希　2位／三浦弥生　3位
女子ダブルス　櫻田・小志戸前組　優勝

細川・腹子組　2位
田村・坂下組　3位
岩持・川村組　3位

・ソフトボール　3位
・剣　道　　　　予選
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わかば幼稚園園長 宮　節子

＜沿革＞
わかば幼稚園は、昭和31年6月3

日、雫石町源大堂41の1に個人立
で設立されました。

その後昭和48年、時代の推移と
社会の現状に鑑み、新たに「学校
法人わかば学園」として「わかば
幼稚園」を設立、昭和49年4月新
園舎を現在地に新設し、現在に至
っています。
卒園生は平成18年3月で4400名

を数えています。
少子化の影響もありますが、今

年度は97名の園児に教職員12名で
頑張っているところです。

＜教育方針＞
健康で知性と情操のとれた人間

形成の基礎づくりを目標として、
道徳的情操の三点を総合的にとら
え、集団の遊びと、地域の豊かな
自然と文化を通して、教育活動の
中に押し進めて行く。

＜現況＞
時代に即した教育をモットーに

地域と環境になじんだ教育を考
え、英語学習、また基礎体力の向上
のために体育を取り入れ、各々講
師を招いています。また、その他水
との触れ合いを考えてけんじワー
ルドのプールを利用させて頂き、
毎月１回位遊びに出かけています。

更に、今までの豊かな経験を生
かし、教育方針に向かって邁進し
ていきます。

今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№15

～わかば幼稚園編～
幼稚園の沿革と教育方針

次回は西根小学校からの情報をお
送りします。

6 月17日～19日に開催された地区大会では、雫石中学校が各種目で大活躍し、多くの選手が7月15日～
17日の県大会に出場することになりました。県大会でも皆さんの応援をよろしくお願いします！

＜種目ごとの結果＞
・野　球　　優勝
・バスケットボール　男子　準優勝／女子　優勝
・バレーボール　　　男子　準優勝／女子　優勝
・サッカー　準優勝
・卓　球
＜団体＞男子　優勝／女子　3位
＜個人＞男子　石亀裕太郎　2位

林尻宗浩　3位／舛澤英悟　3位
・ソフトテニス
＜団体＞男子　優勝／女子　優勝
＜個人＞男子　米沢・中村組　優勝

女子　坂井・高藤組　優勝
瀬川・大和組　2位／
御堂地・築場組　3位

・体　操　
＜個人＞女子　高橋茉莉江　優勝
・柔　道
＜団体＞男子　3位
＜個人＞男子66㎏級　藤原大介　3位

男子90㎏級　徳田　輝　2位
男子90㎏超級　木村友之　優勝

わかば幼稚園は、平成17年度から構造改革特区の認定をうけ、3歳未満児の受け入れをしています。
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雫石町公民館では、公民館使用料の減免規定を定め運用しておりますが、このたび、6 月 1 日付けで下記のとおり
改正（赤色部分）いたしました。また、改正に伴い減免申請書の様式も変更となっております。利用者のみなさまには、
趣旨をご理解のうえ、ご協力よろしくお願いいたします。

使用（申請）者
町

全額

50％

行政活動
学習活動
障害者及び老人の社会参加促進を図る目的
青少年の健全育成に資する内容
公共の福祉に資する内容

公共の福祉に資する内容

公共の福祉に資する内容
コミュニテイ活動

年間行事に位置づけられたコミュニテイ活動又は公共の福
祉に資する場合

公民館の講座終了後の育成団体（注）
町内の障害者又は老人
町内の高校生以下の者又は雫石高校生
町内の福祉団体

社会教育団体
行政区又は自治会等
町が補助金又は委託料を交付している団体等

体育協会及び福祉団体の内部組織又は
下部組織

上記に定めるもののほか、地域文化の振興又は社会福祉の増進に寄与するものであって、町長が特に必要と認めると
きは、使用料を減免することができる。

目的・内容 減免率

【問い合わせ】中央公民館

（注）ただし、講座終了年度の翌日から1年間とし、以後は社会教育団体の扱いとする。

コーナー記事引き続き募集中！！

7月
15 �～17 �　第53回岩手県中学校総合体育大会
21 �　雫石高校終業式
25 �　町内小学校終業式

（西根・御明神・橋場・大村・南畑）
26 �　教育委員会議

町内小中学校終業式
（雫石・七ツ森・上長山・下長山・安庭・
雫石中）

28 �～31 �　富士市・雫石町少年交流事業
8月
2 �　文化庁本物の舞台芸術体験事業

「イブラヒムおじさんとコーランの
花たち」

7 �～ 8 �　町子ども会リーダー研修会
14 �　町長杯争奪野球大会

� 7月～8月前半の主な行事予定�

16 �　御明神夏まつり
・盆踊り大会、大抽選会　午後6時～　御明神公民館駐車場
・舟っこ流し、とうろう流し　午後8時15分頃～　御明神大橋
・花火大会　午後8時30分頃～　竜川河川敷

広報「教育しずくいし」8月号は 8月10日（木）発行です。

お知らせとご案内

○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
8 月号掲載締切は 7月20日（木）
9月号掲載締切は 8月17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）

“夏と冬ならどっちの方が我慢できるかな？”って考えて
みました。考えるまでもなく、どっちも同じくらい嫌いです
（笑）あぁ～、今年はどうやってこの夏を乗り切ろうかなぁ
…！（HaR）
6 月24日、県指定記念物「白沼のモリアオガエル繁殖地」

観察会を開催しました。滝の上温泉から歩く（登る！）こと
1時間あまり。お目当ての産卵シーン…見つけたのは、実は
担当ではなく一般参加の方でした。今回の一般参加の方に感
謝、感謝！（Yasu）

�あとがき�


