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雫石中学校と雫石高等学校の全面的な協力によ
る公開授業と、夜回り先生として有名な水谷先生
等の講演会を通して「薬物乱用防止教育」の在り
方を一緒に考えてみませんか。
多数のご参加をお待ちしております！

【主　催】文部科学省・県教育委員会・町教育委員会
【日　時】10月27日（金）

午前 8時45分～午後 5時
【会　場】雫石中学校・雫石高等学校・中央公民館
【対　象】町民及び教育関係者・保護者等
【内容及び日程】
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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！

～トピックス1 夜回り先生”水谷　修さんも来町！～

雫石は昔から美人の里として知られ、年頃の娘を「あねっこ」
と呼び、美人の代名詞となっていることは誰もが知っているこ
とでしょう。
黒い木綿やビロードの布に縁取りをし、色糸で鮮やかな刺繍

をした「手甲」、膝きりの短い上衣である「腰ぴり」、すねにピ
ッタリした紺染の麻布でつくった「ももひき」、そのほか「編
み笠」や「前掛け」など、雫石に伝承されている「あねっこ姿」
と呼ばれる独特の衣装は、着る者をさらに美しく際立たせます。
機能的、美的に創意工夫されたこの衣装は、すでに明治初期

には完成されていたと言われ、昭和初期には多くの民俗学者の
称賛を受けたことが知られている、まさに町を代表する民俗資
料と言えます。

＊9月8日、盛岡市在住の個人が所有する衣装一式の資料（計14点）が、「雫石地域の野良着」として県有形民
俗文化財指定の答申を受け、翌 9 日付けの岩手日報等でも大きく紹介されました。

平成18年度表紙シリーズ

雫石あねっこの衣装（右・歴史民俗資料館蔵）

資料は語る　～ひとつの資料から⑥

”

9：00
講演①

雫石
中

岩井　喜代仁氏
（茨城ダルク）

【問い合わせ】学校教育課（内線294）

日程 内容 場所 講師

10：30 公開授業①

12：30 公開授業②
雫石
高

14：00 講演②
中央
公民
館

水谷　修氏
15：30 保健劇 雫石高校保健委員会

16：10 講演③
西岡　伸紀氏
（兵庫教育大）

【日　時】
11月 3 日（金）～ 5日（日）
午前 9時～午後 5時
（ 5 日は 4 時まで）

【展示作品】県芸術祭入選作品・
一般応募作品

（絵画・写真・書道・手工芸・陶芸・華道・菊花等）

【日　時】11月 3 日（金）
午後1時～

【出演部門】ピアノ・コーラス・
ギター・謡曲・
大正琴・筝曲等

11月 3 日（金）・4日（土）は来場者に抹茶とお菓
子が振る舞われます！お楽しみに！
【問い合わせ】芸術祭実行委員会事務局

社会教育課（内線288）

～トピックス2 芸術の秋！芸術作品と舞台を鑑賞！～

展示部門

舞台部門

6 ページにもトピックスを掲載！ご覧下さい。
（のど自慢大会・「薬乱」標語表彰・小日谷地遺跡説明会）

平成18年度薬物乱用防止標語　小5年最優秀賞「薬物は　表で笑顔　裏地獄」上長山小　田中日奈子
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教育委員会定例会リポート（8月）

町教育委員会では、これまで教育水準の向上、教育の機会均等の確保、社会
教育や芸術文化の振興、体育の向上を目指し、各般にわたる施策を推進してき
ました。
その結果、本町の教育は、学校教育、社会教育、文化、スポーツ等全般にわ
たって着実に進展してきましたが、近年、町の教育を取り巻く環境は、少子高
齢化の進行、分権型社会の一層の進展等に伴って大きく変化しています。また、
全国的には、不登校、学級崩壊、青少年の凶悪犯罪等が発生し、大きな社会問
題となっています。

こうした社会情勢を背景にして、国や県はさまざまな教育改革のプログラム
を発表しています。
当町でも、これからの教育振興の推進と実現のために、町民各界各層の意向
を把握し、できる限りそれらを反映していくことが肝要だと考えており、町民
の意見を聴く会として教育懇談会を開催することといたしました。
この機会を通して、町民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭、地
域、社会が連携して、次代を担う豊かな人間性を備えた子どもを育成するため、
本町の教育のあり方を一緒に考えましょう。

8月定例会での審議案件はありませんでした。なお、
委員懇談会では、
①９月議会教育関係
②教職員の新昇給制度
③安庭小校舎改築
などについて話し合われました。

町議会9月定例会において、９月30日で任期満了とな
る沼尻洋一さん（黒沢）が再任されました。任期は、平
成22年9月30日までです。
なお、教育委員会9月定例会において、同氏が教育委
員長に再選されました。

☆懇談会のテーマ☆ ☆期日・会場☆

☆開催時間☆

①　雫石町の学校教育について
②　雫石町の社会教育について
③　雫石町の生涯学習、芸術文化振興について
④　そのほか、町の教育全般に関わることについて

☆上記のほか、今年は特に「学校の適正配置について」

というテーマも用意しました。子どもの減少という現状
の中で、学校の規模はどうあるべきか、学校統合はある
のかといったことについても話し合いたいと考えており
ます。

しずくいしの
教育 特集～平成18年度雫石町「教育懇談会」開催について

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～平成18年度雫石町「教育懇談会」開催について

沼尻教育委員が再任されました

平成18年度雫石町「教育懇談会」の概要

☆「学校の適正配置」に関するアンケート調査にご協力ください☆

9日（木）
御明神小 橋場小

下長山小西根小 上長山小

午後 6時45分～ 9時

大村小南畑小 安庭小

七ッ森小 雫石小

10日（金）

14日（火）13日（月）

22日（水）20日（月）

16日（木）

29日（水）28日（火） 30日（木）

【教育懇談会・アンケートに関する問い合わせ】学校教育課（内線294）

平成18年度薬物乱用防止標語　小6最優秀賞「吸わないぞ　飲まないぞ　守るぞ健康　自分の命」安庭小　西　　智也

懇談会はどなたでも参加できます。ご自分がお住まいの地域にある学校会場の懇談会にご参加ください。都
合が悪い場合は、上記の日程の中で可能な会場にお越しいただいてもかまいません。町民皆さんの参加をお待
ちしております。

当町では、児童・生徒が年々減少し続けている現実を受けて、学校の規模はどうあるべきかを考えるために、
町内全世帯を対象に「学校の適正配置（再編・統合）に関するアンケート調査」を実施します。アンケート調
査は、教育懇談会の日程と並行して行政区長さん経由で実施します。皆さんのご協力をお願いいたします。
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おいものおいしい季節になりました！「さつまい
ものモンブラン」を親子でいかがですか？
【日　時】11月 2 日（木）、3日（金）

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名
【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11月 1 日（水）までにお

申し込みください。

11月は、羊毛を使ってピッタリサイズのフェルト
の帽子を作ります。形は自由です！
【日　時】11月12日（日）午前10時～午後 3時
【場　所】歴史民俗資料館
【講　師】塩満節子さん
【受講料】2,000円（材料代等）
【持ち物】ごみ袋（大）・フェイスタオル 2 枚（汚れて

もいいもの）・ゴム長靴・エプロン＋昼食
【定　員】10人
【申込期限】11月 3 日（金）
【申し込み・問い合わせ】歴史民俗資料館

元NHKアナウンサーの池上彰氏を講師に迎えて、文化講演会を開催いたします！
【日　時】12月19日（火）午後 6時30分開演（午後 6時開場）
【場　所】中央公民館　野菊ホール
【講　師】池上　彰氏（ジャーナリスト）
元NHKアナウンサー。人気番組「週間こどもニュース」などの番組キャスターな
どを務め、現在もニュース番組等でコメンテーターを務めるなど、わかりやすい解
説でおなじみです。
【入場料】前売500円（全席自由）・当日700円
※10月31日（火）午前 9時から、中央公民館及び各地区公民館にて発売開始！
【その他】事前予約にて無料託児室をご利用いただけます（町子育て支援ボランティアの方々が対応します）。
【問い合わせ】中央公民館

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

ワンクリック詐欺や架空請求など携帯電話をめぐ
るトラブルは身近な問題です。実際にお使いの携帯
電話を使って、対策方法等を学習します。
【日　時】11月17日（金）

午後 4時～ 5 時30分
【場　所】中央公民館
【講　師】岩手県立消費者生活センター指導員
【内　容】
①最近の消費者問題について
②被害に遭わないための携帯電話の活用方法につ
いて（県立雫石高校生が学習補助してくれます）。

【対象及び定員】町内在住または勤務の人先着20人
【受講料】無料
【持ち物】普段ご使用の携帯電話とその取扱説明書
【申し込み】中央公民館へ10月23日（月）から11月

6 日（月）までにお申し込みください。

今さら聞けないパソコンの基礎をこの機会に学ん
でみませんか？
【日　時】10月31日（火）～11月28日（火）

毎週火曜日・全 5回
○昼コース：午後 2時～ 4 時
○夜コース：午後 7時～ 9 時

【場　所】西山公民館
【講　師】伊藤　秀典さん
（NPOしずくいし・いきいき暮らしネットワーク）

【定　員】各コース先着10人
【内　容】文書作成ソフト（ワード）・表計算ソフト

（エクセル）の基本的な操作方法について
【受講料】無料
【申し込み】西山公民館へ10月23日（月）～27日

（金）までにお申し込みください
（受付時間：午前 9時～午後 5時）。

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/

平成18年度薬物乱用防止標語　中1最優秀賞「「少しだけ」 その一言が　悪夢へと」雫石中　曽根田裕香
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【小説】… 84冊
・カクレカラクリ…………森　博嗣
・ザラザラ………………川上　弘美
・ケセランパサラン……大道　珠貴
・ヘヴンリーブルー……村山　由佳
・数学的にありえない（上･下）

…………アダム・ファウアー
・風の墓碑銘（エピタフ）

……………………乃南　アサ
・Ｔ.Ｒ.Ｙ.北京詐劇……井上　尚登
・八月の路上に捨てる…伊藤たかみ
（第135回芥川賞受賞作）

・瀕死のライオン（上･下）
………………………麻生　幾

・Lady, Go ………………桂　望実
・主婦と恋愛……………藤野　千夜
・名もなき毒……………宮部みゆき
・ドロップ………………品川ヒロシ
・吾郎とゴロー…………川渕　圭一
・町医　北村宗哲………佐藤　雅美
・銀の砂…………………柴田よしき

【一般書】… 38冊
・あの夏、少年はいた ……川口汐子他
・美しい国へ……………安倍　晋三
・剛腕維新………………小沢　一郎
・外交敗北………………重村　智計
・有頂天時代……………三谷　幸喜
・あなたの知らない妻がいる

…………………狭間　惠三子
・ティラミス……………荒川　静香
・光とともに⑩…………戸部けいこ
・絵本からうまれたおいしいレシピ４

…………………きむら　かよ
・子育てハッピーアドバイス３

……………………明橋　大ニ
・雫石応援マガジンtan-tan創刊号

……………ジプシー編集工房

【ヤング・児童書】… 50冊
・エリザベスは本の虫

…………サラ･スチュワート
・ロナウジーニョ物語…本郷　陽二
・オバケだって、カゼをひく！

……………………富安　陽子
・盗神伝Ⅳ･Ⅴ ……Ｍ･Ｗ･ターナー
・ねこのパンやさん

…………ポージー･シモンズ
・フェアリー･レルム６

……………エミリー･ロッダ
・ごみを拾う犬もも子…中野　英明
・ラブ･レッスンズ

…ジャクリーン･ウィルソン
・サイエンスコナン･食べ物の不思議

……………………青山　剛昌

新着図書をご紹介（8/21～9/20受け入れ分）

10月19日（木）は………
“たんぽぽおはなし会”です！

＜プログラム＞
・うさぎとかめ（パネルシアター）
・しんぶんしであそぼう（こうさく）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！

10月28日（土）は………
“しずくいしおはなし会”です！
＜プログラム＞

・おおきなきがほしい
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！

＜ごしょうかいします!!＞
水谷修さん・岩井喜代仁さんの

書かれた本をぜひ一度読んでみてくだ
さい。

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

ベストランキング発表！！
第60回読書週間に合わせて、平成17年4月1日～平成18年 9 月30日まで

に借りられた本のランキングを発表！その本を展示します。
あなたの読んだ本はランキング入りしているでしょうか？お楽しみに！

期間：10月27日（金）～11月 9 日（木）

平成18年度薬物乱用防止標語　中2最優秀賞「ドラックは　自分と夢を　こわしてく」雫石中　竹林亜香里

1 週間ごとに各地区公民館を回るエアロビック教
室です。基本的には 1 会場 2 回の教室ですが、1
回のみの参加も大丈夫。もちろん全地区制覇大歓迎
です！
【会場・日時】
・御所公民館…10月25日（水）・27日（金）
・御明神公民館…11月 1 日（水）・ 3日（金）
・西山公民館…11月 8 日（水）・10日（金）
・雫石町営体育館…11月15日（水）・17日（金）
＊各会場とも午後 7時～ 8 時30分

【定員】各会場20人（定員になり次第締め切ります）
【申し込み】社会教育課（内線286）

長山街道周辺で見つかるいろいろなものをお宝と
して応募しよう！豪華商品も用意しています。
【応募期間】11月 5 日（日）まで
【対象エリア】長山街道を中心とした岩手山南麓
【内容】長山街道周辺の　①美しいもの　②珍しいも
の　③おもしろいもの　④不思議なもの　などを
所定の応募用紙に写真・場所・感想やコメントを
記入して応募してください。

【応募先・問い合わせ】長山街道グループ（花工房ら
ら倶楽部・松ぼっくり・ショートホーン・四季の
里・山ぶどう・玄武洞茶屋・tuku-tuku・ロッジた
ちばな）
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七ツ森小学校教諭 大志田　美樹子
七ツ森小学校は、今年度学校創

立23周年を迎えました。学校がス
タートした時から、高学年による
金管楽器演奏に取り組んでいま
す。小学校としては珍しい本格的
な金管バンドで、コルネットやト
ロンボーン、ユーフォニュームや
ホルンといった楽器や打楽器を演
奏しています。

バンドのメンバーは５・６年生
の児童全員からなり、数多くの練
習を重ねながら学習発表会や町小
中学校音楽会に出演し、大きな拍
手をいただいています。演奏に参
加するのは高学年ですが、４年生
になるとマウスピース（楽器に息
を噴込む部分）だけの練習を始め
ます。この練習が、実際に楽器を
手にした時、音が出るか出ないか
の分かれ道になります。そして毎
年、大学の吹奏楽部の皆さんを講
師に招き、少人数の練習を行い、
いい音色を響かすことができるよ
う取り組んでいます。
今年は七ツ森地区の敬老会に参

加し、地域の方々にも七ツ森小学
校の金管バンドを聴いていただ
き、演奏を喜んでもらえるよう練
習を重ねています。

学校創立20周年を記念して、金
管バンド演奏のための校歌の楽譜
が完成し、様々な行事で校歌を演
奏することができるようになりま
した。
３学期には、６年生は下級生に

引き継ぎ卒業していきます。これ
からも素晴らしい伝統として、七
ツ森小学校の金管バンドの音色を
響かせて欲しいと思います。

今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№18

～七ツ森小学校編～
響け金管楽器

次回は南畑小学校からの情報をお送りします。

大村地区の有志13人ほどのグループが、大村伝承館
を会場に月1,000円の会費を出し合って、「自分の健康
は自分で買いましょう！」を合言葉に、中高齢者向け
エアロビック健康運動教室を自主開催しています。
高齢化社会の今、体力の低下や有病率の高さなど、

中高齢者の特徴をふまえ、「いつでも・どこでも・だれ
でも」できる運動を無理なく積極的に行い、より活動
的で楽しい生活を営むことが出来るよう、体づくりに
取り組んでいます。

教室は6月から月に2回のペースで開催し、町福祉課の協
力を得て、保険師さんによる血圧測定や健康相談の後、息
を吐くことを意識した呼吸法やストレッチング、全身的な
有酸素運動や演歌・ポップスなどの好きな音楽に合わせ、
年代に適した呼吸循環器系を働かせる全身運動の「らくら
くエアロビック」で楽しく体を動かしています。参加者は、
最初は毎日毎日の野良仕事に追われていたりでなかなか参
加できなかった人も、自分たちの住んでいる所で月に2回の
開催ということで、「ピンピンコロリ」「元気に生きてぽっ
くりと」を合言葉に運動を楽しんでいるようです。

町教育委員会では、講師の派遣相談や事業の運営のお手伝いをしております。興味あるグループがありまし
たらお気軽にご相談ください。
【問い合わせ】社会教育課（内線283）

平成18年度薬物乱用防止標語　中3最優秀賞「考えろ　一生つぶすか　その物で」雫石中　中屋敷宗清
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� 10月～11月の主な行事予定�
11月
3 �～5 �　第42回雫石町総合芸術祭
11 �　学習発表会（雫石小）
17 �　第54回雫石町小中学校音楽会
23 �　第49回雫石町無形文化財芸能祭
28 �　教育委員会議

人恋しくなるこの季節にいつも思うこと。喜・怒・哀・楽
どんな時の私も受け止め、支え続けてくれる友達に出会えて
本当によかった☆いつも、ありがとう!!（HaR）

「秋」と言えば…、私にとっては正に「多忙の秋」。あっ、しま
った！去年と同じ事を書いてしまった…。クローン人間（分身）
が欲しいと真剣に考えるほど多忙な今日この頃です。（Yasu）

�あとがき�

町教育委員会では、学校保健法に基づき、平成19年 4 月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を各小学
校で実施します。対象となるお子さんのご家庭には、10月中旬頃に受診の日時や場所等をお手紙でお知らせ
しますので、ご確認のうえ、必ず受診してください。
なお、お知らせが届かない場合や当日都合のつかない方は、学校教育課までご連絡ください。

【問い合わせ】 学校教育課（内線295）

【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）

10月
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）

平成18年度薬物乱用防止標語　高1最優秀賞「聞こえるか　未来の君が　泣いている」雫石高　下澤田　聡美

優勝賞金 5万円！出場者お待ちしてます！
【日　時】11月12日（日）

午前9時30分　開会
【場　所】中央公民館野菊ホール
【出場資格】町民または町内に勤務・通学している人
【募集定員】先着70組
【表　彰】
・最優秀賞：1名／トロフィー、表彰状、賞金 5万円
・優秀賞：2名／トロフィー、表彰状、賞金 1万円
・特別賞：2名／トロフィー、表彰状、賞金 5千円

【応募受付】10月29日（日）までに「雫石町のど
自慢大会出場申込書」・参加費1,000円・大会時
に使用するシングルカセットテープまたはシング
ルＣＤと歌詞カードを添えて、中央公民館へお申
し込みください。
【入場券】
中央公民館・各地区公民館
にて好評発売中！
＊入場料：500円
（全自由席・
小学生以下無料）

＊無料託児あり（予約必要）
【問い合わせ】中央公民館　TEL 692-4181

～トピックス 3 歌おう♪聴こう♪のど自慢！！～

「薬物乱用防止教育推進」の啓発を目的に、今
年度は小・中・高等学校生と新たに一般を対象に
「薬物乱用防止」を呼びかける標語を募集した結果、
このたび入賞者が決定しました。
入賞された方々の作品は、今月号の「広報教育

しずくいし」から順次掲載し紹介していきます。

～トピックス 4 ストップ・ザ・薬物！！～

縄文時代（およそ4,500年前）、小日谷地には大
きなムラがあり、多くの人々が暮らしていました…。
9 月から発掘調査を進めている小日谷地ＩＢ遺
跡の調査成果を現地で説明！大昔の人々の暮らし
に触れることのできる絶好の機会です。
【日　時】10月28日（土）午前11時～12時

＊雨天中止
【場　所】小日谷地ＩＢ遺跡発掘調査現場

＊町水道事業所のとなりです。
【主な資料】縄文時代竪穴住居跡・貯蔵穴・柱跡

縄文土器・石器・土偶・土製品類など
【問い合わせ】社会教育課（内線284）

～トピックス 5 発掘現場を見に行こう！！～

新入学予定児童の健康診断を実施します～お知らせ～

広報「教育しずくいし」
11月号は11月 9日（木）発行です。


