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☆特集☆

世界アルペン開催記念大会とスポーツ「拠点づくり」

3 月14日から18日までの 5 日間に渡って、全国か
ら延べ680名のトップスキーヤーが集結し、93 世界
アルペン開催記念大会が開催されました。
15・16日の第85回全日本スキー選手権大会、続く
17・18日の全日本ジュニアスキー選手権大会（高校
生・中学生の部）で、それぞれ選手たちは暖冬の影
響で荒れたコースコンディションにもかかわらず、
自己の限界に果敢に挑戦しました。
17日の高校生の部男子では、帷子千仁選手（雫石
高校 3 年）が第 2 位、18日の選抜大会でも第 4 位に
入賞を果たしました。
女子のスーパー大回転競技では、県勢で鳥谷部貴
絵選手（盛岡三高 2 年）が17日の高校生の部で悲願
の第 1 位（同着）を勝ち取りました。茂庭詩織選手
（雫石高校 3 年）は15日と18日にそれぞれ 6 位に入賞、
高橋千尋選手（雫石高校 3 年）は17日に 7 位入賞を
果たしました（選手の所属はすべて大会開催時のも
のです）
。

全日本スキー選手権大会

女子表彰式

［全日本ジュニアスキー選手権大会・雫石中の成績］
【男子】讃岐圭二選手（17日：31位・18日：32位）
八重樫創生選手（17日：40位・18日：47位）
【女子】松原美幸選手（17日：22位・18日：20位）
上和野史華選手（17日：26位・18日：25位）

●

ところで、全日本選抜ジュニアスキー選手権大会
は、1993年に開催されたアルペンスキー世界選手権
大会を記念して、翌年から昨年まで13回開催されま
した。国内でスーパー大回転クラスの競技ができる
コース自体が少ないこともあり、大会は次代を担う
全国のジュニア選手の育成強化や競技力の向上に大
きく貢献してきました。

昨年の大会から

今後も、引き続き大会の実施をとおして選手の育
成強化を図り、加えて地域の活性化を図ることを目
的として、このたび（財）地域活性化センターが進
める「スポーツ拠点づくり推進事業」に申請、助成
が決まり、今年度の大会は、この事業の「承認スポ
ーツ大会」として開催されました。
事業は10年間の継続が見込まれているもので、長
期にわたって大会を開催していくことによって、全
国のジュニア選手の育成強化及び競技力の向上が図
られ、大会出場選手から将来はオリンピック、世界
選手権、ワールドカップなど国際舞台で活躍する選
手を輩出することや、町の豊富な観光施設等へ多く
の人が訪れることで、地域の盛り上がりや町の活性
化が期待されます。
また、全国レベルの選手等と競合することによっ
て、町のジュニア選手の育成や強化が図られ、全国
レベルに通じるような選手の輩出につながることも
期待されています。

すべてのひとが輝くまちづくりへ

〜平成19年度教育施策方針紹介

教育委員会では、町民の教育に対する熱い期待に応えるために、町総合計画後期基本計画に掲げる「す
べてのひとが輝くまちづくり」の実現に向けて創意工夫をし、4つのことがらに重点を置き教育行政の推
進に努めます。

教育施策方針の4つの柱
学校教育の充実

社会教育の推進

文化芸術の振興と文化財の保護・保存及び活用

生涯スポーツの振興

それぞれの詳細は 2 ページの要約版をご覧ください。
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しずくいしの教育

特集〜平成19年度教育施策方針（要約版）

教育は、「一人一人の人格の形成と国家社会の形成者を育成する」という、
極めて重要な役割を担うものです。まさに、
「国家100年の大計」であり、時
代、社会が大きく変わる時こそ、しっかりと「本質」を見据え、新しい時代を
生き抜いていく心豊かでたくましい人間の育成を目指し推進されなければなり
ません。教育委員会では、「すべてのひとが輝くまちづくり」の実現に向けて
次の 4 つのことがらに重点を置き、教育行政の推進に努めてまいります。

>第 1 「学校教育の充実」
>
「郷土に誇りをもち、未
来に 活きる ひとを育む
こと」を基本施策として取
り組みます。
A児童生徒の学力向上
B特別支援教育の推進
C学校不適応問題への適切な対応
D児童生徒の健康教育、体力や運動能力の向上
E食育の推進
F教職員の資質向上
G児童の安全体制の充実
H国際理解教育の充実
I校種間連携教育の推進
J特色ある学校づくりの支援
K「開かれた学校づくり」の推進
L学校施設の整備
⑬小学校の適正配置の検討

>第 2 「社会教育の推進」
>
町民が「いつでも、どこで
も、だれでも」自主的に学習
できる生涯学習の実現に向け
て推進体制を整備するととも
に、心豊かで生きがいのある
人生を支援するため、総合的
な生涯学習環境の整備充実に
努めます。
A教育振興運動の再構築
B中学生を主体に自主的に結成されたジュニアリー
ダーズクラブ「ＳＫＹ」の活動支援
C静岡県富士市との少年交流事業
D中央公民館、地区公民館の施設整備と機能の充実
E図書館情報システムによる効率化と読書活動の推進
Fホームページの充実や教育広報による情報提供

>第 3 「文化芸術の振興と文化財の
>
保護・保存及び活用」
文化芸術の継承活動
は、心豊かな地域社会を
形成するうえで大切なこ
とです。町民が特色ある
地域文化の形成に寄与で
きるよう、環境整備や優
れた文化・芸術の鑑賞機
会の提供を図ります。
A各種文化芸術団体等の育成や活動支援
B総合芸術祭や町民劇場の開催支援、新たな文化資
源の掘り起こし
C文化遺産の保護・保全と活用、郷土文化の蓄積、
継承
D歴史民俗資料館の活用及び施設整備・資料収集、保全
E「ふるさと再発見事業」の推進

>第 4 「生涯スポーツの振興」
>
スポーツやレクリエーションは、健康増進や技術
力・体力の向上、活力ある地域社会の形成と健康で
明るい豊かな生活を築くうえで重要な役割を果たす
ものと期待されています。町民だれでもが気軽に参
加し、健康づくりを進めることができるよう努めます。

①町体育協会、地区体育会、町体育指導委員等との
連携による健康づくり主体のスポーツの推進
②スポーツ・レクリエーション環境の充実
③クロスカントリースキー場駐車場整備
④競技スポーツの振興、選手派遣や育成強化
⑤岩手山ろくファミリーマラソンの町主催による開催
⑥指定管理者制度による安定した施設管理体制

今、時代は大きな変革期を迎え、特にも教育界では、大きな社会問題となった子どもに関わる凶悪事件や、
いじめ問題に端を発した教育の再生を模索する動きが活発です。学校、地域、家庭、行政、教育に関わる一
人一人が新たな認識と理解のもとに協力しあいながら、進めていかなければならないものと考えています。
依然として厳しい行財政状況の中ではありますが、町民が郷土に誇りを持ち、心豊かに希望を持って住める
「すべての人が輝くまちづくり」のために全力で取り組んでまいります。
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ホームページアドレス：中央公民館・野菊ホール・各地区公民館：http//www.town.shizukuishi.iwate.jpから 公民館 をクリック！
県営屋内温水プール：http//www15.ocn.ne.jp/˜hotswim/
中央公民館・野菊ホール…………………………692-4181 町営体育館・町総合運動公園……………………692-5030
雫石公民館……692-3458
御所公民館……692-2214 県営屋内温水プール（水曜休館）………………693-3751
御明神公民館…692-3228
西山公民館……693-3321 ゲートボール場…695-2031 ケッパレランド…695-2211

歴史や文化、方言など雫石に関する「なんだり」
を学習する講座を今年度も開催いたします
まずは好評の地元学からスタートです！
【内容・日時】
)：開講式と基礎学習
5 月19日
（土）13：30〜15：30
*− 1 ：現地調査1
6月9日
（土） 9 ：00〜15：00
*− 2 ：調査 1 のまとめ… 6 月中（日程未定）
+− 1 ：現地調査 2
7 月14日
（土） 9 ：00〜15：00
+− 2 ：調査 2 のまとめ… 7 月中（日程未定）
【場 所】中央公民館ほか
【受講料】無料（その他実費徴収あり）
【対象及び定員】町内在住または勤務の方 20人
【申し込み】中央公民館へ 4 月20日
（金）から 5 月
7日
（月）
までにお申込みください。

毎日の食生活を楽しく健康的に！
【日 時】5 月 9 日
（水）午前10時〜午後 1 時
【場 所】中央公民館
【内 容】貧血予防に役立つ献立の学習と調理・試食
【講 師】雫石町食生活改善推進員連絡協議会会員
【材料費】500円程度
【定 員】20人
【申し込み】中央公民館へ 4 月20日
（金）
から27日
（金）
までにお申込みください。

教育・文化

毎年、大人気の親子教室「おおきくなあれ」は、
就園前の親と子の交流の場です。運動会や遠足、ク
リスマス会など楽しい企画がいっぱいです！
【日 時】5 月 9 日
（水）開講
6／20、7／18、8／8、9／12、10／9
11／14、12／5、1／30、2／20
（月 1 回開催／全10回）
午前 9 時30分〜12時
【場 所】雫石公民館
【指導者】木村純子先生（指導 9 年目）
【対 象】町内在住の 2 〜 3 歳児とその親
【定 員】先着25組
【内 容】体操、歌、楽器遊び、遠足など
【受講料】無料（実費徴収あり）
【その他】親子とも動きやすい服装で、内履きをご準
備ください。
【申し込み】4 月27日
（金）
までに雫石公民館へお申
込みください。定員になり次第締め切ります。

昔なつかしの「がんづき」を作ります。
【日 時】4 月30日
（月）
・5 月 1 日
（火）
午前 9 時30分〜12時
【場 所】御所公民館
【定 員】各20人
【講 師】長瀬 裕子さん（舛沢行政区在住）
【受講料】500円
【申し込み】御所公民館へ 4 月26日
（木）
までにお申
込みください。

なんでも掲示板

自分のペースで楽しく運動してみませんか？子ど
もから大人までだれでも参加できます。
【活動期間】5 月20日
（日）
〜10月14日
（日）
毎週木・日曜日 午前 5 時45分集合
【集合場所】中央公民館
（ 1 km、2 km、3 km特設コース）
【申し込み】雫石公民館または開催日時に直接現地で
随時受付します。

〜参加者・団員大募集！

みんなで楽しく歌ってみませんか。お腹の底から
声を出し、ストレス発散！男性大歓迎です！
【活動日時】毎週木曜日 午後 7 時〜 9 時
【活動場所】中央公民館
【活動内容】合唱練習、町民音楽祭等各種音楽会への
出演など
【申し込み】TEL 692-2485（佐々木）までお申込
ください。

＜中央公民館ふれあい広場展示のご案内＞
♪雫石野の花会 作品展♪
春らしくやさしい色あいの水彩画をお楽しみください！
【開催期間】4 月17日
（火）
〜 4 月30日
（月） 【場
所】中央公民館ふれあい広場
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新着図書・イベント紹介 〜町立図書館
【ホームページアドレス】http//www.lib-shizukuishi.jp 【問い合わせ】692-5959

新着図書をご紹介！（２/21〜３/20受け入れ分）
【小説】… 26冊
・ありふれた魔法 ………盛田 隆二
・空の中 ……………………有川 浩
・夜魔 ……………………甲田 学人
・風は山河より 第四巻
………………宮城谷 昌光
・Ｒｕｎ!Ｒｕｎ!Ｒｕｎ!…桂 望実
・オニが来た ……………大道 珠貴
・タイドランド ……ミッチ･カリン
・骸の爪 …………………道尾 秀介
・ソウルズ ……………田口ランディ
・ひとり日和 ……………青山 七恵
・エリのうつ …………ひるまちいね
・もう一度会いたい ……小杉 健治
・ひつじ探偵団 …レオニー･スヴァン
・喪失 ……………………森村 誠一
・鴨川ホルモー …………万城目 学
・浮世でランチ ……山崎ナオコーラ

【一般書】… 30冊
・千住家の教育白書 ……千住 文子
・日本人のしきたり ……飯倉 晴武
・教室の悪魔 …………山脇 由貴子
・ひまわりのかっちゃん …西川つかさ
・ きよのさん と歩く江戸六百里
……………………金森 敦子
・病気にならない生き方 ２
……………………新谷 弘実
・ふろしきと手ぬぐいの本
…………………むす美･監修
・ふろしきに親しむ …森田 知都子
・モーツァルトとクジラ
……ジュリー･ニューポート
・私のスフレ ……………林 真理子
・超･格差社会 アメリカの真実
……………………小林 由美
・鈍感力 …………………渡辺 淳一

各種イベント情報！

【ヤング・児童書】… 20冊
・ハリス･バーディックの謎
…………C.V･オールズバーグ
・マタギ犬ゴンとイノシシ槍王の闘い
……………………桑原 崇寿
・ひなまつりにおひなさまをかざるわけ
……………………瀬尾 七重
・ガールズ･ブルー …あさのあつこ
・ペギー･スー〜ドラゴンの涙と永
遠の魔法〜 …セルジュ･ブリュソロ
・まよなかのコックさん ……ボッカ
・ラスト･イニング …あさのあつこ
・天と地の守り人 第三部
…………………上橋 菜穂子
・この庭に〜黒いミンクの話〜
……………………梨木 香歩
・ぜったいがっこうにはいかないからね
………ローレン･チャイルド

町の歴史文化を知ろう！〜歴史民俗資料館
【問い合わせ】692-3942

〜子どもにも読書の楽しさを！〜
4月19日
（木）は…… たんぽぽおはなし会 ！
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
・お花見をしよう（こうさく）
など
10時30分から。
中央公民館 2 階の視聴覚室で、た
んぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってます！
4月28日
（土）は… しずくいしおはなし会 ！
こんなプログラムを準備しています。
・かえるのえんそく
・いじわるブッチー
・だくちるだくちる
など
10時から。中央公民館 1 階の特別会議室で、お
はなしの雫の皆さんがみんなを待ってます！
※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。

【い つ】4月28日
（土）午後1時30分〜
【どこで】：中央公民館視聴覚室
【どんな映画？】カッパの三平（アニメ）
水木しげるさんの 河童の三平 が原作。
顔がカッパにそっくりな三平、カッパのガータロ、
死人やら小人やら登場人物？がいっぱい。
ふしぎなカッパの世界が出てきたり妖怪退治がはじ
まったり･･･と、楽しいお話です。
入場無料です！ご家族でどうぞ！！
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この 4 月から、茅葺屋根の保存を主な目的として、
日曜日を中心に曲り屋の囲炉裏で火を焚くことにな
りました。
囲炉裏に火のある風景は、昔の生活風景を思い出
させてくれることでしょう。日曜はどうぞ曲り屋に
おいでください！

毎年好評の「あそびの学校」は、今年度（ 5 月以
降）以下のようなメニューを準備しています。
5 月：藍染めを楽しもう
6 月：クルミの樹皮をとりに行こう
7・8 月：クルミの樹皮でかごを作ろう
9 月：草木染めを楽しもう
10月：フェルトの帽子を作ろう
11月：布でクリスマスツリーを作ろう
12月：しめ飾りを作ろう

【日 時】5 月13日
（日） 午後10時〜 3 時
【講 師】下澤田隆子さん
【定 員】20人 【受講料】2,000円
【持ち物】染めたい物・はさみ・昼食
【申し込み】5 月 7 日
（月）
までに電話等でお申込み
ください。

今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№24

〜御明神小学校編〜

茶道学習で学ぶ「礼」と思いやりの心
御明神小学校 教頭

木内 則子

「 2 月はね。昔の言葉で言うと、如月（衣更着）。
2 月は寒いでしょ。衣服をいっぱい重ねて着たから、
衣更着って言うんですよ。」「ほー。」子どもたちの
口からは、感嘆の声が漏れます。
茶道学習の時には、お茶の先生から、季節にちな
んだお話をたくさん聞かせてもらうことができま
す。ちなみに、この日は 2 月。春の方角（東）や、
春の色（青）などについても教えてもらいました。
この日、5
年生は、茶道
学習の様子を
お家の方々に
見てもらいま
した。いただ
くお菓子は
「梅に鶯」、お
菓子にも春を
「どうぞ、お召し上がりください。
」
感じます。畳
の部屋で、神妙な態度で動作する子どもたちの、家
では見られない仕草にお家の方々からも笑みがこぼ
れます。

神妙な面持ちです

茶道学習は、3 年生以上の総合的な学習の時間と
して、学年 6 時間ずつ計画されています。講師先生
は裏千家茶道教授の東野宗恵さんです。普段あまり
正座をすることがない子どもたちに、足のしびれが
こないよう動きを入れながら、その時々にちなんだ
お話をして、飽きさせないよう授業を進めてくださ
います。子どもたちは、茶道学習を通して「礼」の
大切さや相手を思いやる心を学びます。
平成14年、特色ある教育活動として茶道学習を取
り入れてからは、学習発表会の際に茶道クラブの子
どもたちが、来賓や保護者の方々にお茶を振舞って
います。
茶道学習は御明神小学校の特色として根付きつつ
あります。

次回は安庭小学校からの情報をお送りします。

教育委員会定例会リポート（ 2 月）
その１ 決定事項編
1 ．平成19年度町教育施策の方針と重点について
2 ．学校職員の人事異動の内申に関し議決を求めること
について
3 ．雫石町公民館条例施行規則の一部改正について
以上の議案が承認されております。

その2 質疑応答編
①給食費未納問題について
委 未納の現状と理由等について把握しているか。
答 小学校については、特に問題の滞納状況はありませ
んが、中学校は継続的な傾向があるようです。経済的
な部分が主な理由となっています。
②区域外就学について
委 教育懇談会でも話題になったが、区域外就学の状況
について伺いたい。
答 基本的には就学時に入学する学校を指定して通知を
しますが、やむを得ない事情がある場合、理由によっ
ては変更を受け付けています。親の仕事の都合などの
理由です。

③町民劇場について
委 若いスタッフの方々が加わり、独り立ちできる方向
に進んでいるようです。今後もぜひぜひ頑張っていた
だきたい。今回のシナリオの中に「よしゃれ」の根源
の話が出ると期待していたのだが・・。
答 「よしゃれ」の話題については、次回作以降の検討
の中に入っているようです。
④町民歌について
委 町民音楽祭で初めて町民歌を聞いたという方と話を
した。以前にも話したが、みんなが知ってくれるよう
に幼いうちから触れる機会を作っていただきたいと思
う。
答 今年度作成中の「社会科副読本」に資料として載せ
ております。今後、３・４年生で触れる機会になると
思います。
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）
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町が誇る民俗芸能を大切に…

●

伝統人形芝居まつりinしずくいし 〜 3 月 3 日（土）

今年度町が実施している「安庭
あやつり人形芝居」の映像記録作
成事業の一環として、3 月 3 日、
初めて町外の人形芝居も一同に見
られるイベント「伝統人形芝居ま
つりinしずくいし」を開催しまし
た。
会場の中央公民館大会議室で
は、200人を超える観客が、ござ 安庭あやつり人形芝居
復活演目 田宮坊太郎仇討ち
に座る昔ながらの形式で人形芝居
を楽しみました。

安庭あやつり人形芝居と同じ系
統の
「庄内出羽人形芝居」
（山形・酒
田市）
の鮮やかな人形遣い、
「倉沢人
形歌舞伎」
（花巻市東和町）での、
義太夫の語りに合わせた人形の細
やかな動き、そして復活演目
「三
番叟」
「田宮坊太郎仇討ち
（抜粋）
」
と
お馴染みの
「貫徹坊曲芸手踊りを
披露した地元「安庭あやつり人形
芝居」の演目の数々に、会場は大
きな歓声と拍手に包まれました。

〜お 知 ら せ〜
自信をもたせ、自立を促す

就学援助・奨学資金の19年度希望者を受付中です

〜どんぐり広場〜 適応指導教室開設中
学校教育課では、長期にわたり学校（小・中）に
行けなくなっている子どもたちのために、
「どんぐり
広場」を開設しています。
「どんぐり広場」では、学校生活への適応や学習
面の不安を和らげるため、主に教育相談員が中心と
なって以下のような支援を行っています。
)生活リズムを整え、自立心を育てる。
*体験活動を通しながら自分の良さに気づかせる。
+学力に対する不安を軽減させる。
,運動を通して体力をつける。
-学校・家庭・教室の連携を図る。
その他、教育に関する各種の相談にも対応してい
ますので、お気軽にご相談下さい。
【問い合わせ】
学校教育課（内線287）
または勤労青少年ホーム内
（TEL 692-0611）

町では、経済的な理由で進学や就学が困難な学生
及び児童・生徒を援助するため、下記制度の希望者
を受け付けています。
【就学援助制度】
経済的な理由で就学困難な小中学生を援助し、義
務教育を受けられるようにする制度です。学用品費
や給食費などを援助します。
【奨学資金制度】
高等学校以上に在学し、本人または家族の住所が
町内にある学生・生徒が対象です。
・奨学資金貸付額（月額）
高等学校
工業高等専門学校
短期大学
大学（昼間部）
大学（夜間部）

公立
私立
7,000円以内 12,000円以内
11,000円以内
18,000円以内 22,000円以内
25,000円以内 30,000円以内
12,000円以内 18,000円以内

【奨学資金申込期限】5 月15日
（火）
【申し込み・問い合わせ】学校教育課
（内線294・295）

> 4 月〜 5 月の主な行事予定 >
4月
26 º 教育委員会議

5月
13 ¶
14 ·
19 ¼
20 ¶

岩手山ろくファミリーマラソン
雫石町教育研究会
雫石中学校体育祭
安庭小学校運動会

【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）

>あとがき >
広報「教育しずくいし」と共に、私も社会教育課の 4 年生
になりました☆「教育しずくいし」に負けないように私も成
長します!!と断言したいところですが、自信がないので 私ら
しく、マイペースに、頑張ります☆ （ＨａＲ）

雫石に来てもうすぐ 9 年になる。ずっと文化財を担当して
いるが、雫石って、実は分かっていないことがたくさんあっ
て、調査研究のフィールドとしてはとても魅力的なところな
んだと思う。広報でも、その魅力を少しずつ紹介できたら…と。
今年度もよろしくお願いいたします。
（Yasu）

広報「教育しずくいし」 5 月号は 5 月10日
（木）発行です。
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