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いよいよ公演間近！郷土芸能の宝庫・雫石が誇
る唄と踊りをどうぞご堪能ください！

【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、各
500円増で販売）

※中央公民館・雫石公民館・御所地区健康増進セ
ンター・御明神公民館・西山地区構造改善セン
ターにて絶賛発売中！（チケット残りわずか。
完売の場合はご容赦ください。）

【問い合わせ】中央公民館

各団体のコラボレーションが実現！美しいハー
モニーをお楽しみください！
【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・雫石公民館・御所地区健康増進
センター・御明神公民館・西山地区構造改善セ
ンターにて好評発売中！

【出演団体】雫石中学校 1 年生・たんぽぽ合唱団
（御明神小 6 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（町子育て支援ボランティアの方々
が対応いたします）。

【問い合わせ】中央公民館
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平成18年度薬物乱用防止標語　高2優秀賞「君も持て　ふみとどまる　その勇気」雫石高　照島　祥太　

～トピックス　2月は野菊ホールが熱い!～

産品として扱われていたことが分かります。
明治時代以降も採掘され、流通してきた志戸前砥石ですが、農業の近代化などによって砥石の需要が少なく
なる中、昭和34年8月、志戸前山は砥石山としての役割を終え、今に至っています。

かつて、農具や刃物を研ぐための必需品であった砥石です
が、志戸前山は良質の砥石を産出する場所として知られてい
ました。
伝説によれば、源義家

みなもとのよしいえ

が弓の稽古で山に矢を放ったものを
家来に回収させたところ、「岩にあたったはずの矢が、なぜ
か鋭くとがっている」ことから見つかったともいわれ、相当
古くから存在が知られていたようです。
江戸時代、盛岡（南部）藩によって採掘や取扱などが厳し

く管理されてきたことは、志戸前砥石の価値が相当高く、特

平成18年度表紙シリーズ

志戸前砥石（右・歴史民俗資料館蔵）

資料は語る　～ひとつの資料から�

平成19年度学校臨時職員の登録希望者募集について
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昨年11月、町内10校の小学校を会場に教育懇談会が行われました。
懇談会では、�学校教育、社会教育、公民館活動、芸術文化ほか教育全般について

�小学校の適正配置について をテーマに地域のみなさんから提言や意見を伺いました。
懇談会でいただいた多くの「声」、そして町民対象のアンケート調査について、延べ3回にわたって特集し
ます。今月号で紹介するのは、�教育全般について寄せられた主な「声」と、教育委員会の「考え」です。

今、いじめや不登校、自殺、下校途中の子どもの事故、高校の未履修問題など全国的に子どもを取り巻く事
件事故が多発しています。全ての根本である教育について盛んに論議されています。子ども達の将来をみつめ
て雫石の教育はどうあるべきか話し合い、よりよい教育行政を進める上での参考としたいと考えています。次
回は、テーマ②小学校の適正配置についてお知らせします。

�学校教育について
Ｑ．「スクールガード」活動の運営が難しく、「ガード」
をガードしなければならない実情がある。（橋場）

Ａ．「スクールガード」は、学校・児童の安全を守る
組織として、ＰＴＡ・老人クラブ・防犯交通安全
協会など学区の実情にあわせて取り組んでいただ
いています。活動の趣旨が徹底されるよう、研修
会などを通じて安全活動に努めています。

Ｑ．雫石高校がいま厳しい状況にある。郷土芸能や
保健劇、ＣＭ大賞など、頑張っている高校の存続に
地域のみなさんの協力をお願いする。地元から高校
をなくさないようにお願いしたい。（上長山・西根）

Ａ．先般「雫高を支援する会」が立ち上がりました。
子ども達には進路の自由があり「雫石高校に行き
なさい」とは言えませんが、雫石高校に行きたく
なるような校風づくりの支援も必要と思われます。
高校も様々な行事で町民にアピールしています。
町民みんなで盛り上げていきたいと思います。

Ｑ．いじめ・不登校の実態を把握しているか。また、
対策について伺いたい。（雫石・下長山・西根・橋
場・大村）

Ａ．いじめは町内には全くないとは言い切れないと
把握しています。学校で適時適正に指導していま
す。不登校については少しずつ増加していますが、
別室登校、適応指導教室（どんぐり広場）など
様々なケース・方法について細やかに対応してい
ます。

Ｑ．雫石小以外は 1 学年 1 学級で、担任は 1 人で
同じ学年を教える先生がいないため相談相手がい
ない。悩んでいる教職員のサポート体制があるか。
（南畑）
Ａ．先生方の配置・加配などのサポートの要望に可
能な限り対応検討しています。中学校ではカウン
セラーの資格を持った方が週 1 回学校に来ていま

す。また、教育相談員等の先生方が巡回しています。
Ｑ．スクールバス運行規定の見直しをお願いしたい。
（七ッ森・下長山・安庭）
Ａ．空席状況により可能な限り対応していますが、
今後改善が必要と考えています。

�社会教育について
Ｑ．スポーツ少年団活動について、児童数の減少等
により学校単位の活動が難しくなっている。全町
的なスポーツクラブチームなどを立ち上げる考え
はあるか。（南畑・安庭）

Ａ．町内には40チーム位の組織がありますが、今後
体育協会など関係機関と協議し検討していきたい
と考えています。

Ｑ．総合型スポーツクラブの今後の見通しは（南畑）
Ａ．今年度設立したいということで進めています。
行政主体から地域主体となって進めるというスタ
イルです。町のモデルとなるクラブ第 1 号の設立
として、支援していきたいと考えています。

�公民館活動について
Ｑ．公民館活動について、体育関係は体育協会等に
よる体制ができているが、文化的な面は各種団体
がバラバラで連絡調整が取れていない。サポート
が足りないのではないか。（南畑）

Ａ．地区公民館は職員 1 人体制で、夏場はスポーツ
行事が多く大変な現状です。文化的な部分につい
ては、中央公民館が中心ですが、ご指摘の部分に
ついてはもう少し検討を重ねていきたいと考えて
います。

Ｑ．公民館を使用する際、使用料が必要となったが、
公民館使用料を徴収することによって公民館の利
用状況に変化があるか。（御明神）

Ａ．6 月からは高齢者は無料で使用できるよう改正
しました。 4 月は多少利用が少なかったようです
が、 5月以降は今までどおりの利用状況です。

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　高3優秀賞「ドラッグで　自分の未来を　消していく」雫石高　上野　　匠　

12月定例会での議事はありませんでしたので、委員の懇談会での話題を紹介します。
「町民歌」について
委　　毎年成人式に出席しているが、町民歌を知らない

という声を聞く。非常に残念である。小中学校の授
業の中で町民歌に触れる機会を検討してはどうか。

答　　大人でも知らない人が結構いると思います。何ら
かの方策を検討したいと思います。

このほか、「スクールガードについて」「いじめ問題へ
の対応について」などが話し合われました。

【学習定着度調査に関する問い合わせ】学校教育課（内線294）

答

委
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心やさしいみんなのヒーロー、アンパンマンを見
に来てね！
【日　時】3 月21日（水）

午前10時上映開始（午前 9時30分開場）
【場　所】中央公民館　野菊ホール
【内　容】「いのちの星のドーリィ」

＊同時上映「コキンちゃんとあおいなみだ」
【入場料】小学生以下入場無料（入場整理券あり）

中学生以上500円
※中央公民館、雫石・御所・御明神・西山の各地
区公民館にて 2月21日（水）より発売開始！

【問い合わせ】中央公民館

大好評の「超～おいしい肉まん」を作ります！親
子で、友達同士でぜひご参加ください。小学生だけ
での参加もできます（未就学児童は親子でご参加く
ださい）。
【日　時】3 月11日（日）・12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】先着各20人
【持ち物】エプロン、三角巾
【材料費】一人　500円程度
【申し込み】御所公民館へ 3 月 7

日（水）までにお申込みください（受付時
間：午前 8時30分～午後 5時）。

毎年恒例の手づくり展です。絵画・編物・生け花
等、多くの力作が館内を彩ります！
ビーズアクセサリー教室も同時開催！

【日　時】3 月 2 日（金）～ 4日（日）
午前 9時～午後 5時
（最終日は午後 4時まで）

【場　所】御所公民館（御所地区健康増進センター）
【出　展】絵画教室、編物教室、活け花クラブ、日赤

鶯鳴荘クラブ活動、うぐいすの郷、御所保
育所、大村保育所

【問い合わせ】御所公民館

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

昨年度開催して人気の高かった「花ずし」の作り
方を習います。ぜひご参加ください！
【日　時】3 月14日（水）

午前の部：午前10時～12時
午後の部：午後 1時30分～ 3 時30分

【場　所】中央公民館
【講　師】中村はるえさん（中島行政区在住）
【定　員】先着各20人
【材料費】700円程度
【持ち物】エプロン、三角巾
【その他】無料託児あります（要事前予約）。
【申し込み】中央公民館へ 3 月 1 日（木）から 7 日

（水）までにお申込みください。

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　一般優秀賞「つぐなえぬ　わがいのちだよ　大事にね」上葛根田　上村　てる　

「言葉は文化、守っていくもの」。昨年に続き 2 回目を開
催！こたつで温まり、甘酒を飲みながら懐かしい“しずくいし
弁”の語りをお楽しみください。その他昔のゲーム“闘球盤”
も用意します。指導者もいますので、初めての方も思いっきり
楽しめます。大人もこどもも、家族みんなでおいでください！
【日　時】2 月24日（土）午後 1時30分～ 3 時30分
【場　所】コテージむら管理センター（町内南畑）
【演　目】林尻雅子さん（御明神）：「山々の屁ぴりじ」

伊藤ヤエさん（九十九沢）：
「じさま、ばさまとネズミ」「うばすてやま」

【参加費】無料。温泉も無料開放！
【申し込み・問い合わせ】
NPO法人しずくいし・いきいき暮らしネッ
トワーク（TEL 691-1800）
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【小説】… 31冊
・ミステリアス･セッティング

……………………阿部　和重
・血涙（上・下）………北方　謙三
・エスケイプ／アブセント

……………………絲山　秋子
・また会う日まで………柴崎　友香
・スクール･デイズ

……ロバート・Ｂ・パーカー
・悪たれの華…………小嵐　九八郎
・道連れ彦輔………………逢坂　剛
・沢彦……………………火坂　雅志
・腐蝕生保（上・下）……高杉　良
・どれくらいの愛情……白石　一文
・みいつけた………………畠中　恵
・水曜日のうそ

……クリスチャン・グルニエ
・異常気象売ります（上・下）

………シドニィ・シェルダン
・幸運は誰に？（上・下）

…………カール・ハイアセン

【一般書】… 42冊
・もったいないじいさん

…………………今井　美沙子
・黄金町マリア………八木澤　高明
・「子育て支援が親をダメにする」
なんて言わせない…大日向　雅美

・子育てママのSOS …大日向　雅美
・盛岡学Vol.２………盛岡学編集室
・自壊する帝国……………佐藤　優
・忘れな草－ 木の女性たち

…………………山下　多恵子
・農家が教えるどぶろくのつくり方

…………………………農文協
・ニッポン、ほんとに格差社会？

………………………池上　彰
・大地に挑む東北農民…野添　憲治
・仏のこころと母ごころ…梅原　猛
・エラいところに嫁いでしまった！

……………………槇村　君子

【ヤング・児童書】… 34冊
・獣の奏者Ⅰ･Ⅱ ……上橋　菜穂子
・生麦生米生卵……………齋藤　孝
・彼の手は語りつぐ

………パトリシア･ポラッコ
・こねこのチョコレート

……………Ｂ･Ｋ･ウィルソン
・男子のための人生のルール

…………………玉袋　筋太郎
・ぼくにもそのあいをください

……………………宮西　達也
・ケアマネージャーになるには

……………………稲葉　敬子
・子ぎつねへレンがのこしたもの

……………………竹田津　実
・おへんじください。……山脇　恭
・忘れても好きだよおばあちゃん

………ダグマー･Ｈ･ミュラー

新着図書をご紹介（12/21～1/20受け入れ分）

平成18年度薬物乱用防止標語　小5年入選「手をだすな　薬物は毒　命とり」雫石小　下川原　剛

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！！ ●「盛岡学Vol．2」●
盛岡のタウン誌が数種類発行されるようになりましたが、この本

はまさしく、 1 つのテーマで盛岡や岩手を掘り下げ、複数の筆者
によるエッセイ等で構成されています。今回のテーマは“食の記憶”。
この立派な身体を作ってくれた『食べ物』の記憶は頭の中に染み付
いているのか、身体に染み付いているのかと考え込んでいるうちに、
母が作ってくれた料理の『匂い』までしてきそう…。
「あら、この人は…」と思う雫石の方々も登場していますよ。

3 月 5 日（月）～12日（月）まで、年度末図書整理
作業のため図書館を休館します。本の返却は返却
期限内にお願いします。この期間はインターネッ
ト予約サービスも受け付けられませんのでご了承
下さい。

お待たせしました。いよいよ当館図書のインタ
ーネット予約サービスが始まります。このサービ
スを利用できるのは、当館で利用者登録をされて
いる高校生以上でＥ-mailアドレスをお持ちの方で
す。利用希望の方は事前に図書館でＥ-mailアドレ
スとパスワードの登録が必要です。
詳しくは図書館までお問い合わせ下さい。

☆年度末図書整理に伴う休館のお知らせ☆ ☆インターネット予約サービスが始まります☆

2 月15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。

・えほん･かみしばいのよみきかせ

・おひなさまをつくろう（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！

2 月24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。

・ふうふう ぽんぽんぽん

・にげだしたおにばんば 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！

町立図書館　本の交換ひろば 2 月13日（火）まで
中央公民館ふれあい広場で絶賛開催中！！
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5・ 6年生が取り組む豊年太鼓は、下長山小学校
の伝統の1つです。
今年度最初に演奏したのは、10月の学習発表会で

した。8月末の水泳記録会が終わるとすぐに、総合
の時間や放課後に練習を始めました。先輩たちのビ
デオを見てリズムを確認したり、力強さを出すため
のたたき方を何度も練習したりしました。
中には、手にまめができて血がにじんだり筋肉痛

で腕が上がらなくなったりする子もいましたが、い
つも集中して練習していました。
学習発表会では練習の成果を発揮することがで

き、保護者
や 地 域 の
方々にたく
さん誉めて
いただきま
した。

それを自信にして、松寿荘を訪問したときやふれ
あいトークイン雫石で外国の方との交流会でも力強
く演奏することができました。
今年度は、更に、わらび座から太鼓のプロの方を

お呼びして指導していただきました。１回の指導は
およそ２時間。その間全く休憩はありません。全員
ができるようになるまで何度も繰り返すので少しつ
らそうな表情の子もいましたが、最後まで練習をや
りとおすことができました。その中で、力強さに磨
きをかけたり新しいリズムを加えて演奏をより格好
よくしたりすることができました。「新生」豊年太
鼓の完成です。
11月の町芸能祭での発表が、今年の豊年太鼓の集

大成でした。学習発表会の時以上に多くの方々から
誉めていただきました。また、５・６年生も１つの
ことをやり遂げた満足感でいっぱいでした。

今、子どもたちは… シリーズ「輝」№22

～下長山小学校編～
「新生」豊年太鼓

次回は雫石小学校からの情報をお送りします。

1 月 8 日（月）成人の日、今年も厳粛な雰囲気の
中、平成19年雫石町成人式が挙行されました。
数年前から、式典の開催にあたっては、実行委

員会の形式で成人者も一部参画し、式典後の交流
会は実行委員会が主催しています。
今年も、新成人の中から選ばれた代表者10人で

実行委員会をつくり、11月から打ち合わせを重ね、
式典の受付や進行役、記念品受領、二十歳の決意
などの役割分担を決めてきました。加えて、式典
後の交流会の内容や進行なども話し合いました。

当日は、委員の皆さんの毅然とした態度が出席
者にも伝わり、まさに立派な式典となりました。
式典後は、恩師も交え、和やかな雰囲気の中交

流会が行われました。

〈平成19年雫石町成人式　実行委員会の皆さん〉
・下黒沢朝光さん（二十歳の決意・受付）
・土橋めぐみさん（全体進行・受付）
・角津田英貴さん（記念品受領・受付）
・長坂徳さん、天川真耶さん、藤本拓磨さん、
細川貴史さん、櫻小路由佳さん、向井詩織さん、
川口洋祐さん（受付等）

平成18年度薬物乱用防止標語　小6年入選「禁煙は　立ち入り禁止の　世界です」雫石小　古川　　健

下長山小学校　教諭 佐藤　康

日頃の練習の集大成！　～第49回町無形文化財芸能祭～

なごやかな雰囲気の交流会

太鼓を通じて交流　～ふれあいトークイン雫石～

祝　成人！　平成19年雫石町成人式

＜実行委員会の取り組み経過＞
11月29日（水）第 1 回打ち合わせ会
＊委員の選任・式典の内容確認など
12月 8 日（金）第 2 回打ち合わせ会
＊役割分担・式典後の交流会企画など
1 月 7 日（日）リハーサル

式典当日の様子は町広報2月号もご覧ください。



広報●教育しずくいし●2007●2●No.23●6

� 2月～ 3月の主な行事予定�
3月
1 �　雫石高校卒業式
9 �　ことばの教室修了式
14 �　雫石中学校卒業式
17 �　町内小学校卒業式（大村小）
19 �　わかば幼稚園卒園式
20 �　町内小学校卒業式（大村小以外）
28 �　教育委員会議

自分を信じること。それは人を信じることよりも、とって
も難しくて、勇気がいることだと痛感しました。でもそれが
できたなら…すごくステキなことだろうな♪いつか、少しず
つでもそうなれたらいいな…☆（HaR）

最近の日常の話題はもっぱら「暖冬」。確かに、昨シーズン
はほとんど毎日雪かきに追われていましたが、今年は未だ 1
度もしてません（ 1 月26日現在）。確かに楽なことは楽なの
ですが、こう極端だと逆に不安になりそうですね。（Yasu）

�あとがき�

2月
11 �　第4回雫石町民劇場「たんたん祭の夜」

・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）

17 �　第45回町民スキー大会
（クロスカントリー競技）

24 �　雫石町民アルペンスキー大会
28 �　教育委員会議

平成18年度薬物乱用防止標語　中1入選「吸わないか？「心の耳栓」 大切に」雫石中　木村　優維　

広報「教育しずくいし」 3月号は 3月 8日（木）発行です。

1月号特集「速報！平成18年度学習定着度状況調査結果」での記事内容に誤りがありました。お詫び申
し上げ、下記のとおり訂正します。
＜改善されたこと（昨年度との比較）＞
�[小学 5 年] 社会科 4 ポイント→算数 4ポイント　
�[小学 6 年] 算数は 3 ポイント→社会科は 3ポイント

【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）

広報「教育しずくいし」1月号記事の訂正について

1 月14日（日）、毎年恒例の
「ニューイヤー女性フェスタ」
が中央公民館野菊ホールを会
場として盛大に開催されまし
た。
中屋敷町長の町政講話の後、

雫石高校保健委員会により演
じられた保健劇「微笑みを咲
かせて　～優しさと共に」で
は、薬物乱用問題をテーマに
した迫真の演技が来場者の心
を大きく揺さぶりました。
当日はおよそ500人が来場

し、今年1年のさらなる飛躍を
誓い合っていました。

大正時代に始まり、長い中
断の後昭和55年に復活した雫
石の裸参りが 1 月21日（日）
に行われました。
復活後28回目となる今年は、
26人の祈願者が腰みの姿に横
綱・お守りをつけ、三社座神
社から永昌寺までを約2時間か
けて練り歩きました。
例年より気温は高かったも

のの、風は冷たく、祈願者た
ちは寒さをじっとこらえなが
ら、ゆっくりと歩いていきま
した。

女性の力を結集！ 雫石の伝統行事

3 /15：FIS第85回全日本スキー大会（アルペン）
16：FIS2007全日本アルペンスーパーG雫石大会

3 /17：SAJ2007全日本ジュニアスキー選手権
18：SAJ第14回全日本選抜ジュニアスキー選手権

【平成18年度　’93世界アルペン開催記念大会】


