
11

分かりやすい解説でおなじみの池上彰氏の講演会に、ご家族みなさまでおいでください！
【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）
【講師略歴】1950年長野県松本市生まれ、慶応義塾大学経済学部卒業。NHK
に記者として入局。1994年 4 月からは「週刊こどもニュース」のキャスター
を務め、わかりやすく丁寧な解説で人気を得る。2005年 3 月NHKを退職。
現在、ジャーナリストとして活躍中！
【入場料】500円（全自由席・当日券700円・幼児入場不可）
※中央公民館、雫石・御所・御明神・西山の各地区公民館及びJA新いわて役
場出張所にて絶賛発売中！

【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
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～トピックス1～　

江戸時代、盛岡（南部）藩は相撲が盛んな地域のひとつで
したが、中でも、雫石は多くの力士を輩出したところとして
知られています。
入船卯蔵もそのうちの一人で、大相撲への入門を果たした

後、事情あって郷里に戻りますが、地域の力士とともに、遠
くは沿岸部まで巡業を行いました。入船一行の相撲団は巡業
先で大いに歓迎を受け、彼の活躍した時代、明治の終わりご
ろから大正時代にかけては雫石が県内の相撲界をリードする
華やかな時代でした。また、その名残として今も上長山地区
に角力甚句が残されています。
写真の化粧まわしは彼が所有していたもので、現在は町歴

史民俗資料館に保管されています。

＊11月23日まで県立博物館で開催されている企
画展「四角い土俵とチカラビト～盛岡藩の土俵」
に、この化粧まわしのほか、行司軍配・衣装など
資料館収蔵の資料が展示されています。

平成18年度表紙シリーズ

化粧まわし（右・歴史民俗資料館蔵）

資料は語る　～ひとつの資料から⑦

10月 7 ～ 8 日に開催された岩手県高等学校文
化祭（高文祭）で、雫石高校郷土芸能委員会の
「上駒木野参差踊」が最優秀賞を受賞し、来年度の
全国高文祭出演が決定しました。詳細は12月号
でお知らせします！

～トピックス2～　雫高郷土芸能委員会　また快挙！

釜淵の滝やイギリス海岸など、花巻方面の風景
地をバスで訪問します。 →募集要項は 3ページ

～トピックス3～　宮澤賢治の文学作品のルーツ！

日頃感じていることやわからないことなど、何
でもお話しください！　　 →詳しくは6ページ

～トピックス4～　しずくいしの教育を語りましょう！

6 ページにもトピックスを掲載！ご覧下さい。
（町ＰＴＡ連絡協議会「実践活動研修会」）

平成18年度薬物乱用防止標語　高2最優秀賞「薬物は　死と生への　別れ道」雫石高　土岐慶士朗
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町では、平成16年度から18年度までの 3 年間にわたり、文部科学省から「薬物乱用防止教育支援体制整
備・活用モデル推進事業」の指定を受け、町内小中学校・雫石高等学校において研究実践に取り組んできました。
本町の 3 年間に及ぶ研究実践のまとめとして、10月27日（金）、その成果を雫石中学校・雫石高等学校「公
開研究協議会」として発表しました。

自ら薬物依存の経験者として迫力のあるお話で、実践の重みがひしひしと感じられ、薬物の怖さを
改めて実感しました。薬物から子どもを守るためにできること、「灰皿に水を」「親友を 3 人作れるように」…
一人ひとりの大人が具体的にできることを考え実践していかなければならないと思います。

「美しい
言葉で子どもと話して
いるか」…自分を振り
返る一言でした。何度
聞いても心に響きま
す。言葉の一つ一つが
胸にせまり、子どもた
ちに対する強い愛を感
じました。子どもたち
としっかり向き合っていきたいと思います。

高校生から素
晴らしいメッセージをもら
いました。思わず涙するほ
どとても感動し、高校生の
力に感激しました。命の大
切さ、互いを思う気持ち、
大切にしたい、伝えていき
たい。自分はもちろんです
が、他人の命も大切に生きてほしいと思います。

健康アンケート調査の分析の結果、雫石町の 3
年間の取り組みには大きな成果があると推察され
るという評価をいただきました。

これまでの研究推進にあたってご支援・ご協力をいただき、ありがとうございました。今後さらに「薬物乱用防
止教育」の推進に取り組んでいきたいと決意を新たにしています。

しずくいしの
教育 特集～ストップ・ザ・薬物　薬物乱用防止推進教育

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～ストップ・ザ・薬物　薬物乱用防止推進教育

平成18年度薬物乱用防止標語　高3最優秀賞「気をつけて　麻薬があなたを　食いつくす」雫石高　高橋　千尋

教育委員会定例会リポート（9月）

１．沼尻委員長が再選されました。

２．委員長職務代理者として、村上委員が選任されま

した。

①ジュニアリーダーズクラブについて
委　「雫石町でも立ち上げて頑張っていますね。」と他

町村の方から言われたが、その後の様子はどうか。

答　現在15名の会員がおります。中学生の子ども達と担

当が活動について熱心に話し合って進めています。

じっくり、ゆっくりと育てていきたいと考えています。

－その１　決定事項編－

－その2 質疑応答編－

②町民体力テストについて
町民の年齢層とか、どういう方々が参加したか、ま

た、結果の取扱について伺いたい。

答　一般参加のほか、関係者等にお願いして参加者を募

り、10代から60代までそれぞれ2～3名を対象に行

いました。個人データをコンピュータに入れ、国・県

に送りますが、それが全国・県での結果として戻っ

てきますので、その結果を各個人に渡す予定です。

③ＡＬＴについて
委　ＡＬＴの任期等について伺いたい。

答　ＡＬＴの任期は原則として2年間で、本人が希望す

れば1年の延長ができます。過去には延長したＡＬ

Ｔもいましたが、現在のＡＬＴは平成19年7月まで

の任期で、延長しない予定です。

答 委

委

委

答

答

講演� 「薬物から子どもを守るには」
講師　茨城ダルク代表　岩井　喜代仁 氏

講演�「今、子どもたちは」 －私たちにでき
ること・しなければならないこと－

講師　水谷青少年問題研究所　水谷　修 氏

参加者の感想

参加者の感想

参加者の感想

講演� 「薬物乱用防止教育の評価」
講師　兵庫教育大学大学院教授　西岡　伸紀 氏

保健劇「微笑みを咲かせて～優しさと共に～」
雫石高等学校保健委員会

雫石中学校公開授業
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今年のクリスマスは、簡単でおいしい「クリスマ
スケーキ」を親子で作ってみませんか？
【日　時】12月 3 日（日）、4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11月30日（木）までにお申

し込みください。

雫石の民俗芸能が一同に会する、年に 1 度の祭典
です！
【日　時】11月23日（木）

午前 9時開演（開場午前 8時30分）
【場　所】中央公民館　野菊ホール
【出演演目】町指定無形民俗文化財を中心とし、神楽、
よしゃれ、さんさ踊りなど、総数およそ30演目
＊演目順・プログラムについては別刷配布のチラ
シをご覧下さい。

【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

宮澤賢治の文学作品を構成する風景地を実際に見
ながら、イーハトーブの空気を一緒に感じてみませ
んか？
【日　時】12月 2 日（土）

午前 8時30分雫石町役場前集合
【行き先】国名勝「イーハトーブの風景地」花巻方面

（釜渕の滝・イギリス海岸・五輪峠）
宮澤賢治記念館等

【参加料】無料ですが、昼食・入館料等係る経費は自
己負担になります。

【定　員】30人（先着順）
【申し込み】社会教育課へ11月16日（木）から24日
（金）までにお申し込みください。
（内線284・288）

～『旧雫石村の史跡･名勝･旧蹟を訪ねて』～
【日　時】11月24日（金）

午前 8時45分雫石町役場前集合
【行き先】雫石町内

藩政時代の道標（通称：長山分れ）、生森一里塚、
滴石城跡（八幡館）、緋龍田、桜沼神社、合戦塚、
代官所跡、源太堂、三社座神社（通称：お神明
さん）、高前田一里塚

【参加費】1,200円（当日申し受けます。）
【定　員】45人（先着順）
【申し込み】社会教育課へ11月20日（月）までにお申

し込みください（内線288）。

12月は、年の瀬の恒例行事として新しいわらで、
古代米を添えて、しめ飾りを作りましょう。
【日　時】12月10日（日）午前10時～午後 3時
【場　所】歴史民俗資料館
【講　師】中村　允子さん
【受講料】1,200円（材料代等）
【持ち物】はさみ、おにぎり
【定　員】10人
【申込期限】12月3日（日）
【申し込み・問い合わせ】歴史民俗資料館

パソコンは初めてという方から、もう一度基礎操
作から学びたい方まで、この機会にパソコン基礎知
識を学んでみませんか？
【日　時】11月20日（月）～12月20日（水）

毎週月・水曜日（全10回）
午後 7時～ 9 時

【場　所】御明神公民館
【講　師】深澤　明さん（下町在住）
【内　容】文書作成（ワード）と表計算（エクセル）

の基本操作
【定　員】町内在住または勤務の方　先着15人
【受講料】無料
【申し込み】御明神公民館へ11月15日（水）までにお

申し込みください。

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/

平成18年度薬物乱用防止標語　一般最優秀賞「ゆうわくに　負けて人生　捨てますか」高前田　簗場　白鳥

平成18年 1 月 8 日（月・成人の日） 午前11時～
場所：雫石町中央公民館・野菊ホール
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【小説】… 68冊
・HEART BEAT………小路　幸也
・ある愛の詩……………新堂　冬樹
・その街の今は…………柴崎　友香
・風が強く吹いている…三浦しをん
・12番目のカード

…ジェフリー・ディーヴァー
・三国志第四巻・第五巻

……………………宮城谷昌光
・桜ハウス………………藤堂志津子
・邪魅の雫………………京極　夏彦
・花いちもんめ…………宇江佐真理
・殺人の四重奏…………藤本ひとみ
・ブルー･ローズ（上･下）…馳　星周
・図書館内乱………………有川　浩
・ハヅキさんのこと……川上　弘美
・削除ボーイズ0326 …方波見大志
・中原の空　第一巻……浅田　次郎
・アンフェアな月………秦　建日子
・闇の底……………………薬丸　岳
・四度目の氷河期…………荻原　浩

【一般書】… 57冊
・桃色トワイライト……三浦しをん
・腐女子化する世界……杉浦由美子
・きみはぼくの…………市川　拓司
・池上彰のこれでわかった！
政治のニュース…………池上　彰
・旭山動物園へようこそ！

………………………坂東　元
・書店繁盛記……………田口久美子
・心にナイフをしのばせて

……………………奥野　修司
・オール1の落ちこぼれ教師になる

……………………宮本　延春
・母の詩集………………池下　和彦
・日本一元気な動物園…多田ヒロミ
・そうだ！元気をもらいに山の阿闍梨
さまに会いに行こう …穐田　ミカ

【ヤング・児童書】… 58冊
・机のなかの竜の森…ほんだみゆき
・けんちゃんともぐりん

……………………薄井　理子
・ファンタージエン

……………ラルフ･イーザウ
・なまえはなあに？……かさいまり
・はたけうた……………田島　征三
・おでんくん …リリー･フランキー
・ふしぎな森の転校生…小川　美篤
・うんちのちから ………ホ･ウンミ
・ドラゴン・キーパー

…キャロル・ウィルキンソン
・おばけ美術館へいらっしゃい

……………………柏葉　幸子
・ゲド戦記……………ル＝グウィン
・レインボーマジック①～⑤

…………デイジー･メドウズ
・とおもったら ………イエラ･マリ

新着図書をご紹介（9/21～10/20受け入れ分）

11月16日（木）は………
“たんぽぽおはなし会”です！
＜プログラム＞
・てつたくんのじどう車
・がっきをつくろう！（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！

11月25日（土）は………
“しずくいしおはなし会”です！
＜プログラム＞
・あなたをずっとずっとあいしてる
・ふるやのもり

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!!＞
池上彰さんが書かれた本をぜひ
読んでみて下さい。

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

平成18年度薬物乱用防止標語　小5優秀賞「薬物は「はんざいだよ。」と教えたい」西根小　櫻田　愛実

最近、本が写真のようになって
返却されることが増えています。
本を汚損・破損された場合は返却
の際に職員にお知らせ下さい。

・陸上競技（男子）
800ｍ 2位 讃岐　圭二
1年100m 3位 奥平　柾道
走幅跳 7位 藤原　光紀
・陸上競技（女子）
1年100m 優勝 下澤田優衣
2年100m 優勝 赤坂　美奈
200m 優勝 赤坂　美奈

2位 下澤田優衣
100mH 優勝 高橋さとみ
走高跳 8位 川村麻由美
4種競技 優勝 高橋さとみ

400mR 2 位 細川美祐樹
赤坂　美奈
下澤田優衣
高橋さとみ

・サッカー　第 3位
・ソフトテニス（男子）
団体戦 2回戦
・ソフトテニス（女子）
団体戦 2回戦
個人戦　準優勝　岡森・沢村組
・バスケットボール（女子）
1回戦
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南畑小学校　校長 川尻　漸
９月４日に鶯宿川にヤマメの稚魚を放流しました。
児童、教員、鶯宿温泉観光協会員等60人が参加して
行われました。ヤマメの稚魚は約1000匹でした。ヤ
マメの稚魚が元気に育ってくれるように願うと同時
に、地域の自然がいつまでも美しくあってほしいと
いう願いでいっぱいでした。去年に引き続き２回目
ですが、川に入るのは年にこの時だけという子ども
もおりました。子どもたちは、大変楽しそうでした。

また、鶯宿川にかかる湯滝橋の清掃や周辺の道路
のごみ拾いを行いました。橋は、たわしで擦るとお
もしろいように汚れが落ち、意欲的にやっていまし
た。手すりもあっという間にきれいになりました。
この活動は、南畑小学校の学区である鶯宿温泉の

活性化のための事業であるとともに、南畑小学校の
子どもたちの自然や地域を愛する心を育てるための
総合的学習でもありました。
子どもたちが、堰賛太鼓や堰賛踊り特別養護老人

ホーム鶯鳴荘での福祉活動によって「地域や自然を
愛し、老人を尊敬し愛する人」に育つよう願ってい
ます。

今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№19

～南畑小学校編～
稚魚の放流「元気に育ってね」

郷土鶯宿を大切に

次回は上長山小学校からの情報をお送りします。

10月25日、南畑小学校では創立130周年を記念し、デワノトネ
リコの苗木20本を植樹しました。デワノトネリコは、町指定天然記
念物のチョウセンアカシジミの食樹として知られる木です。
当日は、2 校時に全校児童で町の認定農業者の方々やＰＴＡ役員
の皆さんと一緒に、「大きくなあれ！」と願いを込めながら植樹をし
ました。
将来はチョウセンアカシジミの卵の移植等を通じ、チョウの舞う姿
が見られるようになることが期待されます。木が大きくなるまで、
みんなの見守りをお願いします。

文化庁が、国内の芸術文化の振興のために美術、音楽、舞踊、演
劇、舞台美術等の新進芸術家を対象にその専門分野について研修を
行う「新進芸術家国内研修制度」の研修員に、このたび久慈恵里奈
さん（町出身・現在東京都在住）が選ばれました。
これまでの久慈さんのモダンダンスの実績が認められたもので、

地元での活動も進めながらモダンダンスの普及・発展と技術の向上
を図るため、「モダンダンスの創作法と指導法」について現在研修を
進めています。
研修によって、雫石の芸術活動も大きく発展することが期待され

ています。

平成18年度薬物乱用防止標語　小6優秀賞「禁煙で　大切な人を　守ろうよ」下長山小　吉田　奈々



広報●教育しずくいし●2006●11●No.20●6

� 11月～12月の主な行事予定�
12月
19 �　第30回町民文化講演会
22 �　教育委員会議

町内小学校終業式
（七ツ森・上長山・西根・橋場・大村・
南畑・安庭小）
雫石高校終業式

25 �　町内小中学校終業式
（雫石・下長山・御明神小、雫石中）

毎月広報の編集時期になると、「あとがき何書こうかなぁ…」
が口ぐせの私ですが、これをネタに今回のあとがきできちゃ
った☆あとがき作成自己最短記録達成です！（笑）（HaR）

もう今年も残り 2 ヶ月。月日の経つのは早いなあ。それよ
りも、もうすぐ寒ーい冬がやってくる…。冬将軍さん！せめ
て発掘調査が終わるまでは来ないでください！！（Yasu）

�あとがき�

11月
9 �～30 �　教育懇談会

＊日程は上記に掲載しています。
11 �　学習発表会（雫石小）
12 �　第 2回雫石町のど自慢大会
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
23 �　雫石町PTA連絡協議会　実践活動研修会
28 �　教育委員会議

平成18年度薬物乱用防止標語　中1優秀賞「薬物で　切ったゴールは　死のゴール」雫石中　長内　璃摩

町内の小・中・高等学校ＰＴＡの地域での実践活動や八重樫勝氏（八幡平市教育委員長）の講演を通し
て、家庭・学校・地域の連携について考えてみませんか。
【主　催】町ＰＴＡ連絡協議会・町教育委員会
【日　時】11月26日（日） 午後 1時～ 4 時30分
【会　場】中央公民館野菊ホール
【内容及び日程】

【問い合わせ】町ＰＴＡ連絡協議会事務局（西根小学校・TEL 693-2324）

日　程 内　容

13：05
～

14：10

実践活動発表
①「本に手を伸ばす子供に」＜下長山小学校ＰＴＡ＞
②「創立130周年の取り組みについて＜大村小学校ＰＴＡ＞
③「みんなで守り育てる七ツ森の子どもたち」＜七ツ森小学校ＰＴＡ＞
④「学校・家庭・地域と連携し、たくましく生きる高校生を育成しよう」 ＜雫石高校ＰＴＡ＞

14：45
～

16：15

講演
演題：「子ども達の未来のために」～家庭・学校・地域の連携～
講師：八重樫　勝氏（岩手大学客員教授・八幡平市教育委員長）

14：10
～

14：35
アトラクション（雫石中学校応援団・吹奏楽部）

～トピックス 5～　地域の教育活動を知ろう！　雫石町ＰＴＡ連絡協議会「実践活動研修会」

～お知らせ～

広報「教育しずくいし」12月号は12月14日（木）発行です。

【懇談会のテーマ】町の「教育全般」に加えて、今回は

を特別テーマに懇談を行っています。
【期日・会場】今年はあなたの地域の小学校が会場です！

（学区に限らず、出席可能な会場におこしいただいてもかまいません。）

【時　間】午後 6時45分～ 9 時
【問い合わせ】学校教育課（内線294）

開催日 会場 開催日 会場 開催日 会場
11月 9 日（木） 御明神小 11月16日（木） 下長山小 11月29日（水） 安庭小
11月10日（金） 橋場小 11月20日（月） 七ッ森小 11月30日（木） 大村小
11月13日（月） 西根小 11月22日（水） 雫石小
11月14日（火） 上長山小 11月28日（火） 南畑小

「学校の適正配置について・・・・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？」

しずくいしの教育を語りましょう！　日頃感じていることやわからないことなど何でもお話しください！

町民皆さんの参加を
お待ちしています！


