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このたび、近年劣化の著しかった本館床面の改
修工事が完了し、より快適に資料館本館を見学で
きるようになりました。また、併せて、展示資料
の見直し・入れ替えを行いました。

10月7日は町営体育館に集合！ビンゴ大会はあ
りませんが、みんなで体を動かして健康になろう！
【日　時】10月 7 日（土）

午前 8時30分～12時30分
【場　所】雫石町営体育館・陸上競技場
【内　容】ニュースポーツ体験・ウォークラリー・

陸上記録にチャレンジ等
【問い合わせ】社会教育課（内線288）

【日　時】11月12日（日）
午前 9時30分開会（ 9時開場）

【場　所】中央公民館　野菊ホール
【主な出場資格】
町内に在住または勤務・通学している人
【募集定員】先着70組
【参加費】1,000円
【応募受付】10月 2 日（月）～29日（日）

【大会当日の観覧について】
当日の入場券は10月 2

日（月）午前9時から中央公
民館及び各地区公民館にて
販売いたします。
【入場料】500円
（全席自由・小学生以下無料）

昨年大好評だった「のど自慢大会」を今年度も開催！唄が大好きなみなさんのご参加をお待ちしております！

今回の資料入れ替えで、町内出土の考古資料を
新たに追加展示しています。

この機会に、郷土の宝が詰まった歴史民俗資料
館をぜひ訪れてみませんか。
【問い合わせ】歴史民俗資料館（TEL 692-3942）

＊表紙シリーズ「資料は語る　～ひとつの資料から～」は、今月お休みいたします。
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〒020-0595岩手県岩手郡雫石町千刈田5-1 TEL 019-692-2111

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！

～トピックス その1～

～トピックス その2・文化の秋！～

～トピックス その3・スポーツの秋！～

8 月24日（木）開催の水泳記録会では 7つの新
記録が誕生！上位成績を大紹介！！
併せて中学校全国大会と東北大

会の結果も掲載！

①小学校水泳記録会・
中学校全国大会・東北大会結果報告

②第 2回雫石町のど自慢大会
応募要項・申込書

～今月の折り込みは…～

本館左側には民俗資料

右側は考古・歴史資料

応募方法等、詳しくは折り込みの応募要項並びに出場申込書をご覧ください。【問い合わせ】中央公民館

【主な追加展示資料】

・板橋Ⅲ遺跡出土遺物（台
だい

形様石
けいようせっ

器
き

・石核
せきかく

ほか）
＊旧石器時代（13,000年以上前）の台形様石器
を展示している施設は県内でも数えるくらいしか
ありません。

・小日谷地ＩＢ遺跡出土遺物（土器・石器ほか）
＊平成16年度の発掘調査で初めて町内から出土
した「伏甕

ふせがめ

」のほか、広い地域との交流を示す
「琥珀

こはく

」なども展示しました。

昨年度最優秀賞受賞「照井姉弟」
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教育委員会定例会リポート（7月定例会・8月臨時会）

皆さんは、「ジュニアリーダー」という言葉を聞いたことがありますか？
一般的に、「ジュニアリーダー」は、子ども会などを通じて年少の子どもたち（主に小学生）を指導したり、
ボランティア活動など、地域のさまざまな活動に参加するなどして活躍する中学生・高校生のことを言います。
町内にはこれまでジュニアリーダーの組織がなく、活動の機会が限られていましたが、このたび「町にジュ
ニアリーダー組織を作って活動したい！」という中学生の熱意で「雫石ＪＬＣ（ジュニアリーダーズクラブ）
「ＳＫＹ」」という組織が誕生しました。

元気いっぱいの「ＳＫＹ」の皆さんは、9 月24日（日）開催の町ボランティアまつりにも参加を予定してい
ます。今後、町民の皆さんと接する機会がどんどん増えていくことでしょう。雫石の未来を担うジュニアリー
ダーたちの地域に根ざした活動を温かく見守り、応援してくださいますようお願いいたします。

【設立日】平成18年 7月25日
【現在の会員】15人

（中3：10人・中1：5人）
【主な活動内容】
・行事等での小学生の世話
（子ども会・児童館訪問ほか）
・町内のボランティア活動
（ボランティアまつり・
スノーバスターズなど）

雫石ＪＬＣ「ＳＫＹ」とは？
早くも多くの事業に参加しています！

＊この他、県ジュニアリーダー大会（8月10～12日）にも参加！

１．平成19年度に使用する雫石町立小、中学校教科用図書の採択について（定例会）

２．雫石町教育委員会委員の辞職に関し同意を求めることについて（臨時会）

＊2の議案承認により八重樫教育委員が退任されました。

①中高連携教育プランについて
「雫石高校に中学生を送って雫石高校の存続を！」

という狙いだろうが、高校側として「具体的にこれ

を」というものがなければいけないと考える。ただ、

先生方が非常に丁寧に子ども達を指導しているのは

わかる。クラブ活動だけではない。「将来こういう

職業に就きたい、こういう生き方をしたい、だから

高校ではこういうことを学びたい。」という願いに

応えられるものが具体的にないと難しいと思う。

答　　一昨年、県教委が、高校再編計画を発表して以来、

雫石高校自身が「魅力ある学校づくり」のためにさ

まざまな努力をしています。それにもかかわらず、

生徒数の減少に歯止めがかからないので、今回は、

私たち町民が雫石高校のために何が出来るかという

発想で「素案」を示したものです。もちろん、雫石

高校には、今後も頑張ってもらいます。

－その１　決定事項編－

－その2 質疑応答編－
②スクールガードについて

スクールガードの体制がまだ決まっていないとこ

ろもあるようだが、どうなっているのか。

答　　スクールガードについては、国・県の指導で進め

てきています。基本的には、学校が子ども達の安全

を守るということで、学校で選任すべきとしたので

すが、いろいろ難しい面もあり地区の方々に参加を

お願いし相談しています。まだ、現在調整中の学校

もありますが、間もなく体制が整うと思われます。

③教師の授業力の向上について
委　　今の教育は、子ども達が課題を把握し、解決する

方法を身につけることである。だから、それを目指

す授業をしなければならない。学力向上は、「授業

の磨きあい」がなければならないと考えるが。

答　　教師の授業力の向上については、これからも努力

していかなければならないと思っています。町内の

学校には、各学校の授業研究会に参加できるよう門

戸を広げていますし、自主的参加ですが、教育セン

ターの研修等に参加するよう勧めています。

委

答
委

答

委

答

しずくいしの
教育 特集～地域に根ざした青少年の活動

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～地域に根ざした青少年の活動

富士市・雫石町少年交流事業
（7月28～31日）

町子ども会リーダー研修会
（8月 7～ 8日）
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8 月号でお知らせしましたファミリーハイキング
の申し込み方法と参加費をお知らせします！
【日　時】10月14日（土）

午前７時30分 雫石町役場前集合
【行き先】二戸市馬仙峡・金田一温泉
【定　員】40人
【参加料】1,000円
【受付期間】9月21日（木）～29日（金）

＊定員になり次第締め切ります。
【申し込み】社会教育課にある申込用紙に必要事項を

記入し、参加費を添えてお申し込み下さい。
【問い合わせ】社会教育課（内線288）

※当日は昼食をご持参ください。

秋の味覚・かぼちゃを使って「かぼちゃプリン」
を友達同士や親子で楽しく作ってみませんか。
【日　時】9 月24日（日）・25日（月）

午前 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】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 9 月22日（金）までにお

申し込みください。

恒例となりました「本の交換ひろば」を開催いた
します。読まなくなった本を持ってくるだけでも
OKですし、読みたい本を持っていくだけでもOKで
す。もちろん交換するのもOKです！

【開催期間】9 月14日（木）～ 9月28日（木）
【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製作
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。

♪雫石町立図書館「本の交換ひろば」♪

雫石町の英語指導員、ドナルド・ホワイトさんと英会話を楽しんでみませんか？

日　時

小学生コース 中学生コース 一般コース
9 /27（水）～11/29（水）
午後 5時30分～ 6 時30分
おおむね毎週水曜日・全10回

9 /26（火）～11/28（火）
午後 7時～ 8 時30分
おおむね毎週火曜日・全10回

9 /27（水）～11/29（水）
午後 7時～ 8 時30分
おおむね毎週水曜日・全10回

対　象 町内在住の小学生 町内在住の中学生 町内在住または勤務の高校生以上
定　員 先着20人
講　師 ドナルド・ホワイトさん（町英語指導員）
場　所 町中央公民館
受講料 2,000円（各コースとも・全10回分）
申し込み 9月 20日（水）までに中央公民館へお申し込みください。

先着20人 先着20人

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

10月は、7 月に採集したクルミの樹皮でかご作
りを楽しみましょう。
【日　時】10月 8 日（日）午前10時～午後 3時
【場　所】歴史民俗資料館
【講　師】佐々木光恵さん
【受講料】1,000円（材料代等）
【持ち物】ハサミ・カッターナイフ・目打ち・

ものさし＋昼食
【定　員】10人
【申込期限】10月 2 日（月）
【申し込み・問い合わせ】歴史民俗資料館

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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【小説】… 52冊
・山猫………………………神永　学
・東京ダモイ………………鏑木　蓮
・三年坂　火の夢…………早瀬　乱
・静寂の子………………谷村　志穂
・駐在巡査………………笹本　稜平
・プリズン･ブレイクVol.2

…ポール・T・シェアリング
・隣りの若草さん………藤本ひとみ
・溺れる人魚……………島田　荘司
・本朝金瓶梅……………林　真理子
・ソウルトレイン……石原まこちん
・無言歌…………………赤川　次郎
・少年時代…………………池永　陽
・紀文大尽舞……………米村　圭伍
・赤い指…………………東野　圭吾
・ナイフ・エッジ…………鳴海　章
・風に舞いあがるビニールシート

………………………森　絵都
（第135回直木賞受賞作）

【一般書】… 33冊
・ギネス世界記録2006 …ポプラ社
・雅子妃の明日…………友納　尚子
・みちのく職人衆………野添　憲治
・タックス（税金）よ、こんにちは！

………………………石　弘光
・お義母さん、あなたのそこがスト
レスです！

……花岡啓子＆嫁ライターズ
・ツレがうつなりまして。

……………………細川　貂々
・こころは癒される……町沢　静夫
・はじめよう！気持ちのいい暮らし

……………………河野　真希
・さよならは云わない…石井　好子
・田辺写真館が見た　昭和”

……………………田辺　聖子

【ヤング・児童書】… 34冊
・温室デイズ…………瀬尾　まいこ
・ミカ×ミカ！………伊藤　たかみ
・スローター　デモナータ３幕

………………ダレン・シャン
・ギフト………………ル・グウィン
・Keeper ……………マル・ピート
・シルバーチャイルドⅢ

………クリフ・マクニッシュ
・異界から落ち来る者あり（上・下）

……………………香月　日輪
・あわれなマノリート

……………エルビラ・リンド
・本を読むわたし………………華苗
・もしも世界が100人の村だったら④

…………………池田　利代子
・だっこだっこのねこざかな

……………わたなべゆういち
・トマトさん……………田中　清代

新着図書をご紹介（7/21～8/20受け入れ分）

9 月21日（木）は………
“たんぽぽおはなし会”です！

＜プログラム＞
・えほん･かみしばいの読み聞かせ
・しゃぼん玉遊び

など
10時30分スタート。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！

9 月30日（土）は………
“しずくいしおはなし会”です！
＜プログラム＞

・エパミナンダス
・ともだちからともだちへ　　　　など
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！

（今月は第 5 土曜日の開催です。）

＜ごしょうかいします!!＞
「れんげ野原のまんなかで」

図書館の日常
に起こる不思議
な事を綴ったミ
ステリー小説。
本好き･図書館
好きな方へは特
にお薦めです。

8月14日（月）、町のお盆の恒例行事、「雫石町長

旗争奪行政区野球大会」が町営野球場を主会場とし

て開催され、町内各地区代表の16チームが出場しま

した。

今年の始球式は、前例を排しピッチャーは中屋敷

町長、キャッチャーを杉田議長、バッターが大宮県

議、そして小川教育長の球審で行われ、場内の観衆

を大いに沸かせました。

試合は、各球場とも熱戦が繰り広げられましたが、

安庭行政区と小松行政区による決勝戦の結果、安庭

行政区が栄冠を勝ち取りました。

＜団体表彰＞
【優　勝】安庭行政区　　　【準優勝】小松行政区
【第3位】晴山行政区・天瀬行政区

＜個人表彰＞
【最優秀選手賞】川崎真吾さん（安庭）
【最優秀投手賞】佐々木徹朗さん（安庭）
【敢　闘　賞】山崎　賢さん（小松）
【優秀選手賞】横手克文さん（晴山）

田中良大さん（天瀬）
【優勝監督賞】白糀康則さん（安庭）

子どもにも、読書の楽しさを！

※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】町立図書館

見事優勝を飾った安庭行政区のメンバー

”
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大村小学校教諭 小澤　則幸

本校は前身の田ノ尻小学校創立
以来、今年130周年を迎えます。
地域では記念事業実行委員会が組
織され、10月の開校記念日に向け
様々な活動が展開されているとこ
ろです。

本校児童も負けてはいません。
130年の間に何が変わったのかこ
の機会に調べてみようということ
になり、１学期の「総合的な学習
の時間」に、３～６年生が「校舎
と教室の移り変わり」など自分が
知りたい４つのテーマに分かれて
調べ学習をしました。昔の資料を
食い入るようにして読みながら、
「児童数が100人以上いた頃もあっ
たんだ。」「昔は家で馬を飼ってい
たんだって。」などと新しい発見
をしているときの瞳はまさに「輝
いて」いました。資料で足りない
ことは、日曜日や放課後に地域の
お年寄りの所へ出向き、インタビ
ューを敢行。地域に学び地域を知
ろうとする姿は、まさに地域の
「宝」であり、自主的に課題を解
決しようとする姿は、さらに「輝
き」が増して見えました。

130周年の長い歴史の中で地域
も学校も変わってきました。それ
でも、明るく学ぼうとする目と心
をもった大村っ子の姿は、校歌の
中の「山のふところ輝く学び舎」
という一節の通り、昔も今も変わ
らずに、奥羽山脈の麓で「輝き」
続けています。

今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№17

～大村小学校編～
今年は創立130周年！

次回は七ツ森小学校からの情報を
お送りします。

協力して調べ学習を進める子どもたち

調べたことを模造紙にまとめて

8 月25日（金）、県立雫石高校の 1 日体験入学
が開催され、雫石中学校から74人、仙北市生保
内中学校から 5 人の合計79人が参加しました
（昨年より倍増）。
参加した生徒が魅力を感じられるよう、今年は

「体験授業」や「部活動体験」なども初めて実施し
ており、参加した生徒たちは真剣に高校生からの
説明を聞いていました。

・郷土芸能委員会の活動がすばらしかった。地元
にこんなすばらしい高校があることを誇りに思っ
た。
・進学・就職率100％はすごいと思った。面白い
先生達もいるので、体験授業が楽しかった。
・人数が少ないといいながら、個人個人が活躍し
ている様子が見えて、みんな楽しそうに活動して
いるのがいいと思った。

当日のアンケートには以下のような声が寄せら
れています。

去る 8 月28日（月）、ライブ雫石実行委員会のメンバーが町役場を訪れ、委員長のやなぎ（柳沢昌栄）
さんから「ライブ雫石」の収益金20,790円を寄付していただきました。
「ライブ雫石」は、8 月 6 日（日）にアルペン記念
公園ほかで開催され、町内初のイベントとして盛況を
博しましたが、収益金を「町の文化芸術活動、特にも
学生の文化芸術活動に役立ててほしい」という実行委
員会の希望により、今回の寄付に至ったものです。
今回寄付いただいた収益金は、11月に開催する第
42回雫石町総合芸術祭などに役立てることになりま
す。ライブ雫石実行委員会の皆さん、ありがとうござ
いました！ 目録を渡すやなぎさん（左）と中屋敷町長
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お知らせ

9 月
16 �～17 �　岩手地区中学校新人体育大会
17 �　壮年男子ソフトボール・ふれあい女性ソフト

ボール大会
27 �　教育委員会議

10月
8 �　雫石中学校文化祭
14 �～15 �　思郷祭（雫石高校文化祭）
17 �　雫石小学校公開研究会
21 �　学習発表会（七ツ森、上長山、下長山、

西根、橋場、大村、南畑小）
22 �　学習発表会（御明神小）
25 �　教育委員会議
27 �　雫石中学校・雫石高校公開研究会

（薬物乱用防止教育）
29 �　学習発表会（安庭小）

ここ何年かずっと目にすることのなかったオニヤンマを、
先日家の屋根で見つけました。「オニヤンマだー!!」と、3 姉
妹で大興奮してしまいました（笑）また来年も遊びにくると
いいな☆（HaR）
ここ 1 年、少しずつですが体重が増加…。まだ標準体重

以下だけど、このまま増加はまずいなあと思っている今日こ
の頃。でも発掘調査が始まれば自然と減量するかな？（意外
とお気楽）（Yasu）

� 9月～10月の主な行事予定�

�あとがき�

【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）

8月24日から27日にかけて、東京芸術大学音楽部打
楽器専攻生有志の合宿が町内で行われました。
25日の午後は、同大学音楽学部の藤本隆文助教授を講
師として野菊ホールでワークショップが開催され、町内
小中学校の児童・生徒たち約250名が参加しました。
夕方から開催された「野菊ホールメインコンサート」

には、地元からしずくいし少年少女合唱団が出演。打楽
器とサキソフォン、合唱とのコラボレーションに来場者
からは惜しみない拍手が送られました。
また、同日は、同大学演奏芸術センター常勤助手の瀧

井敬子氏による講演「賢治宇宙曼荼羅」も行われ、宮沢
賢治ファンなどが来場しました。
翌26日の「まきば園夕涼みコンサート」では、会場を
小岩井農場に移し、家族連れなど多くの来場者が雫石中
学校吹奏楽部とのコラボレーションを楽しみました。
初めて試みた「東京芸大生とのふれあい音楽祭」は、

共演した小中学生や多くの町民の貴重な体
験となり、早くも来年度の開催を望む声が
聞かれました。

藤本隆文氏
らによる打
楽器アンサ
ンブルの華
麗な演奏！

青空と岩手山をバックに演奏者と来場者
が一体となって演奏を楽しみました！

中央公民館では、利用者のご要望にお応えして今年度も
トイレ改修工事を行いました。だれでも安心してご利用い
ただけるよう、昨年度は町内で 2 番目となるオストメイト
対応設備を身障者用トイレ内に設置しております。
今後も町公民館では、みなさまが快適にご利用いただけ

るような施設づくりを目指していきます。
写真① 1階女子トイレ　1ヶ所洋式化し、オムツ替えシートを設置しました。
写真②野菊ホール女子トイレ　4ヶ所洋式化し、ベビーチェアを設置しました。
写真③ 1階身障者用トイレ　オストメイト対応設備があります。

写真�写真�

写真�

写真�


