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た劇です。ぜひご覧ください！
【日　時】平成19年 2 月11日（日）
＊昼の部／午後 1時30分開演（午後 1時開場）
＊夜の部／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
【入場料】S席1,200円（当日1,500円）

A席1,000円（当日1,200円）
B席800円（当日1,000円）※全指定席

※中央公民館、雫石・御所・御明神・西山の各地区公民館、村上
写真館、JA新いわて役場出張所にて絶賛発売中！
【問い合わせ】中央公民館

人を信ずることは喜びであり、安らぎである…。雫石の
名・発祥の伝説を元にスタッフ、キャストが総力で創り上げ
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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～　チケット絶賛発売中！　

なみに、角の根元あたりに見られる線のようなものの数が年齢を示しています。
明治時代以降、毛皮や肉の高い価値から乱獲され絶滅の危機を迎える中、国の特別天然記念物に指定され
保護が図られてきました。
最近では、町内でも山地の近くであれば、その姿を見かけることも珍しくはなくなったようです。

カモシカは、その名前からよく鹿の仲間と思われがちです
が、実は日本に分布する唯一の野生「ウシ」科の動物です。
「ウシ」科の動物ですので、牛と同じように4つの胃をもち、
主に草類や木の枝などの植物を食べています。
成獣（大人）の体長は100～120cm、肩高およそ70cm、体

重は約30kgになり、オス・メスともに角をもっています。ち

平成18年度表紙シリーズ

ニホンカモシカ（剥製・歴史民俗資料館蔵）

資料は語る　～ひとつの資料から⑧

【日　時】平成19年 1 月 8 日（月・成人の日）
受付：午前10時10分～10時50分
式典：午前11時～

【場　所】雫石町中央公民館　野菊ホール
【対　象】昭和61年 4 月 2 日～昭和62年 4 月 1

日生まれで、現在町に住民登録されている方
または平成13年度雫石中学校卒業生

＊対象者にはご案内のはがきを送付しております
が、はがきが届いていない場合など、詳しくは社
会教育課（内線282）までお問い合わせください。

～トピックス2～　祝！新成人

相談窓口を開設しています。
【相談窓口】

・学校教育課（内線293）
・どんぐり広場（勤労青少年ホーム内）

TEL 692-0611

～トピックス3～

6 ページにもトピックスを掲載！ご覧下さい。
・第20回雫石町民音楽祭

・第15回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり
・埋蔵文化財展「雫石の遺跡」

平成18年度薬物乱用防止標語　中2優秀賞「薬物で　幸せすべて　逃げていく」雫石中　細川　知加　
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11月 9 日から30日の間にわたって、町内10校の小学校を会場に平成18年度教育懇談会を開催しました。
今回は、町の「教育全般」に加えて、
「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？」

を特別テーマに懇談を行いました。今回は全10会場において、行政区長、民生委員、地域公民館長をはじめ、
ＰＴＡ・地域の方々を含め、延べ171人が出席し、皆さんからたくさんのご意見ご提言をいただきました。
今月の特集は、懇談会での「話題」と「声」を抜粋して掲載いたします。

・小学校は地域のシンボルである。地域から学校がなくなるのはさみしい。現状維持でお願いしたい。
・早く統合してほしい。全校児童40人規模の学校では子どもがかわいそうである。
・子どもたちのことを第一に考えて今後の方向を考えてほしい。
・教育には、合理的、効率的に片づけられないものがある。お金をかけるべきところはかけるべきだ。
・児童数を増やすためには人口を増やさなければならない。町を挙げて対策を考えていくべきだ。
・児童が減少してくると統廃合も検討していく必要があると思う。検討する時期にきていると思う。
・学校は地域コミュニティーの場としての中心的な役割を果たしているので今までどおり存続してほしい。

・スクールガード活動について
・いじめ・不登校問題について
・学童保育の設置について
・小学校における英語教育について
・雫石高校の存続について
・中一ギャップについて
・スクールバス運行規定の見直しについて
・給食費等の未納問題について

・教職員へのサポート体制について
・県における教職員の評価制度について
・学校林の活用について
・学校施設の地域への開放について
・児童数の減少等によるスポ少活動の見直しについて
・公民館の文化面での各種団体へのサポートについて
・遊休地の有効利用と整備について
・総合型スポーツクラブの今後の見通しについて

懇談会では、その他にも身近な話題や将来に向けた意見提言も多くあり、「しずくいしの教育」への思いが
感じられました。今後、内容をとりまとめた上で詳しくお知らせしたいと考えています。

しずくいしの教育 特集～平成18年度町教育懇談会リポート

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年度町教育懇談会リポート

平成18年度薬物乱用防止標語　中3優秀賞「一本で　悪魔に消される　自分の未来」雫石中　瀬川　真紀　

教育委員会定例会リポート（10月）

雫石町スポーツ振興審議会委員の委嘱について

①元気アップ親子セミナーについて
委　参加状況等について伺いたい。

答　73名の参加で親子連れは23組でした。土曜日という

日程と、「親子」ということで参加を控えた方が多

かったようです。「子どもの時からどういうスポー

ツを体験させるかを考える」という事業の趣旨から

いえば、今後は日曜日とか親子で参加できる時間設

定が必要だと考えています。
②教育懇談会について
委　昨年度の懇談会の反省として、「話しやすい雰囲気

作りを」ということがあったと思う。たくさんの意
見が出てほしいと思っている。また、今回は適正配
置の話しが中心になると思うが、どのように考えて

－その１　決定事項編－

－その2 質疑応答編－

いるか。
答　資料を整理して事前に打ち合わせを行い、意思疎通

を図りたいと思います。また、会場配置等話しやす
いように配慮したいと考えています。

③教育委員会のあり方について
委　学力向上対策、家庭における学習環境・しつけ・体

力向上などの指導、学校における監査制度、教育委
員会議等について昨今の社会情勢における当町教育
委員会のあり方について、平成19年度予算要求に向
け来年度の施策に組み入れる等検討願いたい。

答　教育委員会議のあり方・内容についてはすぐにでも
対応が可能なものもあると思われますが、それ以外
については、長期的な検討が必要です。また、現場
が混乱を招かないよう十分理解して頂いた上で進め
ていきたいと考えます。

答
委

答

委

答

委

【教育懇談会に関する問い合わせ】学校教育課（内線294）
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手編みのセーターなどを作ってみませんか？
【日　時】1 月15日（月）～ 2月19日（月）

毎週月・木曜日　午前10時～午後 4時
（全10回）

【場　所】御所公民館
【講　師】杉澤　陽子さん（町内八卦在住）
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】先着20人
【受講料】1,000円（材料代別途）
【持ち物】編み物道具（編み針、毛糸等）
【申し込み】御所公民館へ 1 月11日（木）までにお申

し込みください。（受付時間：平日午前 8
時30分～午後 5時）。

今やカメラもデジタルの時代。画像の編集の仕方
を学んで、オリジナル写真を作ってみませんか。
【日　時】1 月23日（火）～ 2月20日（火）

毎週火曜日　午後 3時～ 5 時（全 5 回）
【場　所】西山公民館
【講　師】高嶋　一秀さん（町内晴山在住）
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】先着10人
【受講料】無料
【申し込み】西山公民館へ 1月 9 日（火）から受付し、

定員になり次第締め切ります。（受付時間：
平日午前 9時～午後 5時）

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

冬休みは粘土で「えと人形」を作ります。新しい年
は「イノシシ年」。かわいいウリ坊を作りましょう！
【日時・会場】下の表のとおりです。

【講　師】中村　鈴呼さん（町内西根谷地在住）
【対象・定員】町内在住の小学生・各会場先着20人
【持ち物】はさみ、お菓子の空き箱（作品持ち帰り用）
【受講料】500円（材料代・当日集金します）
【申し込み】中央公民館へ12月20日（水）から27日

（水）までにお申し込みください。

仕事でよく使う表計算ソフトですが、家計簿など
いろいろ役立つソフトです。他のパソコン教室に参
加された方も参加OKです！
【日　時】1 月22日（月）～ 2月26日（月）

毎週月・木曜日　午後 7時～ 9 時
（全10回）

【場　所】雫石公民館
【講　師】高嶋　一秀さん（町内晴山在住）
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】先着15人
【受講料】無料（テキスト代別途）
【学習内容】パソコンの表計算ソフトの基礎操作

（入力、関数の使い方、表・グラフの作成）
【申し込み】雫石公民館へ12月20日（水）から28日

（木）までにお申込みください。（受付時
間：平日午前8時30分～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　高1優秀賞「なくすなよ　薬物なんかで　友達を」雫石高　坂本　聡史　

11月12日、第 2 回雫石町の
ど自慢大会が野菊ホールで開催さ
れました。小学生をはじめ、町民
27組（31名）が参加し、自慢の
のどを競いました。パフォーマン
スを交えた熱唱に、会場からは惜
しみない拍手が送られました。
結果は次のとおりです。

・最優秀賞　橘　拓也（公務員）
・優秀賞　長坂　英昌（会社員）
・優秀賞　木村　裕一（会社員）
・特別賞　上原　耕太郎

（雫石高校副校長）
・特別賞　高藤　理佳

（南畑小学校4年）

御所公民館
1／11（木）
13:30～
15:30

御明神公民館
1／9（火）
13:30～
15:30
中央公民館
1／12（金）
13:30～
15:30

西山公民館
1／9（火）
10:00～
12:00

七ツ森小学校
1／12（金）
10:00～
12:00

会場

日時

会場

日時
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【小説】… 30冊
・きつねのはなし……森見　登美彦
・ほかに誰がいる……浅倉　かすみ
・中原の虹　第二巻……浅田　次郎
・ブラバン………………津原　泰水
・ぼくと１ルピーの神様

………ヴィカス･スワラップ
・玉虫と十一の掌篇小説

…………………小池　真理子
・海………………………小川　洋子
・ナイチンゲールの沈黙…海堂　尊
・七夕しぐれ……………熊谷　達也
・鬼に喰われた女……坂東　眞砂子
・真夏の島に咲く花は…垣根　涼介
・真珠色のコーヒーカップ

……………………赤川　次郎
・兄弟…………………なかにし　礼
・一瞬の風になれ①～③

…………………佐藤　多佳子
・シンデレラ・ティース…坂木　司
・二重誘拐………………井上　一馬
・トーキョー･プリズン …柳　広司
・ハピネス……………嶽本　野ばら
・ヘビイチゴ･サナトリウム

………………ほしお　さなえ

【一般書】… 19冊
・累犯障害者……………山本　譲司
・自分の小さな「箱」から脱出する
方法
…アービンジャー･インスティチュード

・もりおか歴史散歩
…………「アップル」編集部

・遺品整理屋は見た！…吉田　太一
・豪憲はなぜ殺されたのか

……………………米山　勝弘
・おんぶにだっこ…さくら　ももこ
・伴奏者…………河合　正嗣・範章
・2007岩手年鑑 …岩手日報編集部
・他諺の空似……………米原　万里
・マーリー……ジョン・グローガン

・買えない味……………平松　洋子
・警察裏物語………………北芝　健

【ヤング・児童書】… 37冊
・おともださにナリマ小

……………たかどの　ほうこ
・ぼくじょうのくまさん

………フィービーとジョーン
・かかしと召使い

………フィリップ･プルマン
・ベスとベラ…アイリーン・ハース
・ことりのうち……さとう　わきこ
・おでんくん２…リリー・フランキー
・冬の龍………………藤江　じゅん
・せいくんとねこ………矢崎　節夫
・もりのてがみ…………片山　令子
・ねぎぼうずのあさたろう　その６

……………………飯野　和好
・にたものランドのクリスマス

………ジョーン・スタイナー
・死の影レストラン

…怪談レストラン編集委員会
・つんつくせんせいかめにのる

……………たかどの　ほうこ

新着図書をご紹介（10/21～11/20受け入れ分）

平成18年度薬物乱用防止標語　高2優秀賞「二度とない　自分の命を　守ろうよ」雫石高　左近　夢花　

12月21日（木）は………

“たんぽぽおはなし会（スペシャル）”です！

こんげつは、ちょっぴりはやいクリスマス会(^^)。

こんなプログラムを準備しています。

・とんがりごぼうしをつくろう（こうさく）

・えほん、かみしばいのよみきかせ 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す！

12月16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。

・ろくべえまってろよ（絵本）

・よぶこどり（かみしばい） 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！

（今月は第 3 土曜日です。）

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】図書館

ごしょうかいします！！
「サンタクロースっているんでしょうか？」
「そうです、バージニア。」と、チャーチ記者はバージニアの

この質問に答えています。
たとえ誰も姿を見たことがなかったとしても、一人一人の心

の中にきっとサンタクロースがいるのではないでしょうか……。

なんと！各家庭から当図書館の本の予約ができる“Web予約
システム”の準備をすすめています。
まもなく開始予定、詳しくはまたお知らせします。
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上長山小学校　教諭 城守　嵩
本校では『特色ある学校づくり』
の実践として、「岩手山について
の歴史」、「地震や噴火」、「動植物」、
「山からの恵み」についての観点
から学習をしています。50年に 1
度の規模といわれる今回の土石流
についても実際に現場を見て理解
を深めることにしました。

3年生から6年生までの27人が
参加し、岩手山の火山研究で知ら
れる県総務部防災室の土井先生か
ら土石流の発生メカニズムなどの
説明を受けました。

土砂によって押し倒された木々
と林の中まで続く土石流の痕が自
然災害の恐ろしさを物語っていま
した。8月18日、御神坂駐車場付
近では１時間に53ミリの非常に強
い雨が降り、それが原因で今回の
土石流がおきたことを知りまし
た。

子どもたちは、自分たちの背丈
よりも大きな石が堆積している駐
車場の様子にとても驚いていまし
た。今回の見学を通して、岩手山
からの恵みだけでなく自然の脅威
や防災について学習し、地域を大
切にする気持ちが育ってほしいと
思っています。

今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№20

～上長山小学校編～
50年に１度の土石流

次回は橋場小学校からの情報をお送りします。

・バレーボール
男子 3位・女子　優勝

・バドミントン
＜団体＞
男子　ベスト 8
女子　ベスト 8
＜個人＞男子ダブルス

千葉・中島組　3位

・柔道
＜団体＞
男子 1回戦
女子 1回戦
＜個人＞
男子　南野　　ベスト 8
女子　谷地　　準優勝

・卓球
＜団体＞
男子 1回戦
女子 2回戦

10月 7 日～ 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。
これまでも雫石高校郷土芸能委員会の踊りは内外か

らも高く評価され、各地から公演依頼が多数寄せられ
ています。
海外公演もすでに 3 回（今年は 9 月に中国で公演）

行っており、今後ますます雫石高校郷土芸能委員会の
知名度が上がっていくことと思われます。
全国高文祭でも過去 2 回（平成 9 年・１4年）文化庁長官賞を受賞していることから、今度の高文祭も大き

な期待が寄せられています。来年度の大舞台へ！がんばれ、雫高生！

平成18年度薬物乱用防止標語　高3優秀賞「薬物で　あんたの体　ぼろ雑巾」雫石高　木浪　雪子　
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� 12月～ 1月の主な行事予定�
1月
6 �　雫石中学校海外派遣団出発

（～16日まで）
8 �　平成19年雫石町成人式
11 �　雫石町教育研究会
14 �　ニューイヤー女性フェスタ
21 �　雫石町裸参り

気がつくともう12月。1 年って早いなぁ！と思う今日この
頃…。10代の頃はものすごーく長く感じたのに。やっぱり夢
が見つかって毎日が充実してるからかな☆（HaR）

去年初めて年末ジャンボ宝くじを買いました。結果は１等にお
よそ300番違い。大当たりに遠いような、近いような…。という
ことで今年も買いました。今年こそ当たりますように！（Yasu）

�あとがき�

12月
19 �　第30回町民文化講演会

講師：池上彰氏「相手に伝わる話し方」
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）

平成18年度薬物乱用防止標語　一般優秀賞「心せよ　白い悪魔の　誘惑に」上町東　大和　時男　

【日　時】 2 月18日（日）
午後 1時開演（正午開場）

【場　所】中央公民館　野菊ホール
【入場料】前売一般500円・中高生300円

（当日一般800円、中高生500円）
※小学生以下無料

※中央公民館、雫石・御所・御明神・西山の各
地区公民館にて12月25日（月）より発売開
始！

【出演団体】雫石中学校 1 年生・しずくいし少
年少女合唱団・童謡の滴・しずくい
し混声合唱団・はーとぽーと合唱隊・しずくいし弦楽クラブ

【その他】事前予約にて無料託児室をご利用いただけます
（雫石町子育て支援ボランティアの方々が託児いたします）。

【問い合わせ】中央公民館

～トピックス 4～　毎年恒例の音楽の祭典！

広報「教育しずくいし」 1月号は 1月11日（木）発行です。

毎年恒例の「ふるさと民謡舞踊まつり」が、今
年は 2 月に開催されます！良いお席はお早めにお
求めください！
【日　時】2 月25日（日）

午後 1時開演（午後 0時30分開場）
【場　所】中央公民館　野菊ホール
【入場料】前売S席2,000円、前売A席1,500円

前売B席1,000円
（当日券は前売券が残った場合のみ、
500円増で販売）

※中央公民館、雫石・御所・御明神・西山の各
地区公民館にて 1月10日（水）より発売開始！

【問い合わせ】中央公民館

～トピックス 5～

平成11年度・14～16年度・18年度に発掘調
査を行った小日谷地IB遺跡の出土遺物を展示しま
す。4,500年前に生きた先人達の息吹を感じてみ
ませんか。
【開催期間】12月27日（水）～ 1月15日（月）
【場　　所】中央公民館ふれあい広場
【展示遺物】発掘調査で出土した縄文土器・石器・

各種装飾品類
【問い合わせ】社会教育課（内線284）

＊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。

～トピックス 6～　雫石の先人の暮らしに触れてみよう！


