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〒020-0595岩手県岩手郡雫石町千刈田5-1 TEL 019-692-2111

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！

☆特集☆　実りの秋！教育・文化イベント盛りだくさんの秋！

よしゃれ・さんさ・神楽・田植踊り・念仏剣舞・
人形芝居etc.…
雫石の民俗芸能が一同に会する年に 1 度の祭典

も、ついに今年50回の節目を迎えました。
いつもより少し華やかな、賑やかな舞台にどうぞ

ご期待ください！

詳しい内容・プログラムは折り込みチラシをご覧下さい。【問い合わせ】社会教育課（内線284）

【問い合わせ】町ＰＴＡ連絡協議会事務局（七ツ森小学校・TEL 692-0571）

【日　時】11月23日（金）
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

このたび、金戸賢一さん（故人）のご親族か
ら、絵画（油絵）の寄贈を受けました。
「牛」が多く登場する金戸さんの絵は、岩手芸
術祭で入選を重ねるなど内外から高く評価され
ていたもので、今回寄贈を受けたのは、平成17
年の第58回岩手芸術祭に出展された「信頼」と
いう絵です。
この絵は野菊ホールに飾られており、ホール

事業開催の際に見ることができます。

町内ＰＴＡの、地域での実践活動などを通して、家庭・学校・地域の連携について考えてみませんか。

【内容及び日程】

日　程 内　容
13：00～
13：25

開 会 行 事

13：25～
14：30

実践活動発表
意 見 交 流

①西根小ＰＴＡ→②橋場小ＰＴＡ
→③南畑小ＰＴＡ→④雫石小ＰＴＡ

14：45～
16：15

講 演 会
演題：（未定）
講師：戸蒔　健夫氏（元盛岡女子高校長）

【日　時】12月 1 日（土）午後 1 時～ 4 時30分
【会　場】中央公民館　大会議室
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しずくいしの教育 特集～ PTAのがんばりにエールを特集～ PTAのがんばりにエールを
町の学校教育を全面的にバックアップしているPTA、その連合体である町PTA連絡協議会（会長：高橋正明氏）

では、発表と交流によりPTA活動を見直す場として、年 1 回、実践活動研修会を開催しています。
今年の研修会は、副題に「教育振興運動交流会」を掲げ、子ども・学校・家庭・地域が一体となって取り組んだ

ことを町内 4 校のPTAが発表しますが、発表に先立ち、4 校の活動の一端を紹介します。

西根小では、長年取り組んでいる資源回収の取組み
を発表します。
親子でリサイクルと環境について学習し、地区の皆

さんの協力を受け、資源回収を行っています。収益金
は、アチャン・カベサコ師を通じて、タイの恵まれな
い子ども達の教育支援に生かされます。

①学校公開研究会について
委　大村小と西根小の学校公開研究会に行ったが、どち

らも素晴らしい公開だと感心してきた。とてもわかり

やすく、心に響くような授業だったと思う。

答　今年度の公開研究会は、先生方をはじめ関係者の努

力により盛会裏のうちに終了できたと思っています。

用務員さん方にも共同作業でがんばって頂きました。

次年度は、七ツ森小・上長山小が指定されています。

②全国一斉学力テストについて
委　国の発表は10月下旬と聞いているが、結果の公表に

ついてはどのように考えるか。

答　様々な問題がありますので、国・県の指示を受けて

対応したいと思います。

③無形民俗文化財の指定について
委　全国大会まで開催する「よしゃれ」が指定になって

いないようだが…。

（3ページ下段左に続きます）

委

教育委員会定例会リポート（9月）

答

委

答

委

①思いやりを資源回収で（西根小PTA）

校外指導部の皆さんが中心となり、子ども達の安全
な登下校のために取り組んだ雫石小PTA。
地域に働きかけ、様々な方々の協力を得て、網の目

のような見守り体制を整えようと取り組んでいます。
子ども達の安全を地域で守ろうとするPTA活動を報

告します。

④安全のネットワークづくりを（雫石小PTA）
「一緒に作ろう朝ごはん」という、食に関するテー

マを掲げ取り組んだ橋場小PTAでは、地域ぐるみの活
動をさまざま行っています。
「魚のつかみ取り」や、「橋っ子もちっこそばっこ

祭」などと、今年の夏休みに各家庭で取り組んだ朝ご
はん作りの様子を紹介してくれます。

②朝ごはんを見直そう（橋場小PTA）

読書活動に取り組んだ南畑小PTAでは、広報研修部
の皆さんが積極的にアイディアを出して取り組んだ成
果を報告します。
全家庭にアンケートを取り、その結果を元に本を紹

介したり、読書講演会を開いたり…。家庭に読書の輪
を拡げようと知恵を絞り、実践しました。

③読書の大切さをかみしめて（南畑小PTA）

－質疑応答編（その１）－

８月定例会での審議案件はありませんでしたが、委員懇談会では次のようなことについて話し合われました。

沼尻委員　教育委員長に
再選される！

9 月定例会において、沼尻洋一さん（黒沢）が教育委員長に再選され
ました。
委員長としての任期は平成20年 9 月30日までで、3 期目となります。



毎日の食生活を楽しく健康的に！
12月は、たんぱく質たっぷり高齢者向けのメニュー

です。
「しそご飯・具だくさん汁、豆腐の土佐焼き」

ほかを作ります！！
【日　時】12月12日（水）午前10時～午後 １ 時
【場　所】中央公民館
【講　師】雫石町食生活改善推進員連絡協議会会員
【受講料】500円
【定　員】20人
【申し込み】中央公民館へ12月 5 日
（水）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 時まで）

【場　所】御所地区健康増進センター
【講　師】長瀬　裕子さん
【定　員】A・Bコースともに各日先着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
【締め切り】

Aコース：11月16日（金）
Bコース：12月 6 日（木）
（受付時間：午前 8 時30分～午後 5 時まで）

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
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

町営体育館・町総合運動公園……………………692-5030
県営屋内温水プール（水曜休館）………………693-3751
ゲートボール場…695-2031 ケッパレランド…695-2211

雫石を代表する工芸を体験してみませんか。
【日　時】 ①12月17日（月）

②12月18日（火）
③12月19日（水）
各回とも午後 1 時30分～ 3 時30分

＊①～③のうち都合のいい日をお選びください。
【場　所】歴史民俗資料館
【講　師】米澤邦夫さん
【受講料】1,000円
【定　員】各回先着10人
【申し込み】中央公民館へ

12月 7 日（金）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 時まで）
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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）

（ 2 ページからの続き）
答　過去に検討されたことはありますが、各地区のもの

を1つにまとめて指定することは難しく、地区それぞ

れの形をそのままで継承しようと検討しています。

④体育施設の利用とスポーツ活動について
委　せっかくの施設が、他町村の人たちの格好の利用場

所になっている。維持管理もかかっていることだし、

町民にもっと利用してもらうようにする必要があると

思う。また、地域総合型スポーツを進めているが、健

康維持・体力維持という点から医療とのタイアップな

ども考えたい。素案づくりを体協職員にお願いするな

ど検討してはどうか。

委　各種大会に参加する行政区がどんどん少なくなって

きている傾向にあり、人集めが難しい。そろそろクラ

ブ的な対応を考えていかないと開催が難しい。各地区

体育会のあり方が問われる時期だと思う。

委　健康増進に対する意欲はみんな持っている。スポレ

ク健康祭が行われるが、こういうものがうまく機能し

ていけばいいと期待している。

答　地域総合型スポーツは、御所地区ばかりでなくもっ

と広げようと考えていますが、なかなか進まない現状

です。今までのスポーツは競技性が高いものが多かっ

たのですが、誰でも参加できるニュースポーツを、指

導員さん方を中心に広げようとしています。

委

委

答

委

－質疑応答編－

答

（Aコース）黒糖まんじゅうを作ろう！
【日　時】①11月18日（日）

②11月19日（月）
＊①②いずれも午前 9 時30分～12時

（Bコース）クリスマスケーキを作ろう！

【日　時】①12月 8 日（土）…親子参加日
②12月 9 日（日）…一般参加日
③12月10日（月）…一般参加日
④12月11日（火）…親子参加日
＊①～④いずれも午前 9 時30分～12時
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新着図書をご紹介！（ 9 /21～ 10/20受け入れ分）

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

当館で今年の 4 月～ 9 月に貸出回数の多かった図書
のランキングが出ました。ランク入りした図書の一部
をご紹介します。
・『まんまこと』…畠中　恵
・『タイドランド』…ミッチ・カリン
・『ハイ、こちら』…吉田　和子
・『獣の奏者 Ⅰ』…上橋　菜穂子
・『かいけつゾロリ』シリーズ…原　ゆたか
・『バムとケロのおかいもの』…島田　ゆか

“たんぽぽおはなし会”～11月15日（木）10時30分から
【ば　し　ょ】中央公民館 2 階　視聴覚室
【プログラム】

たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！
“しずくいしおはなし会”～11月24日（土）10時から
【ば　し　ょ】中央公民館 1 階　特別会議室
【プログラム】

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

12月は、１ 年の締めくくりとしてしめ飾りを作
りましょう！
【日　時】12月15日（土）午前10時～午後 3 時
【講　師】中村　允子さん
【受講料】800円（材料費込み）
【定　員】先着20人
【持ち物】はさみ・昼食

美しい雫石の風景を解説つきでお楽しみください！
【日　時】11月25日（日） 午前10時～12時
【場　所】中央公民館　視聴覚室
【講　師】平野　幸充さん
【受講料】無料　　　　　【定　員】30人
【申し込み】歴史民俗資料館

町の歴史文化を知ろう！～歴史民俗資料館
【問い合わせ】692-3942

・えほん・かみしばいの読み聞かせ
・ストーリーテリング
・どんぐりおとしとマラカスをつくろう（工作）

・はじめましてのおるすばん
・どうぞのいす
・いのちのあさがお

～子どもにも読書の楽しさを！11月のおはなし会情報～

【小説】… 32冊
・夕映え………………宇江佐　真理
・月明かり……………北原　亞以子
・有頂天家族…………森見　登美彦
・まぼろしハワイ…よしもとばなな
・午前４時、東京で会いますか？

……………………シャンサ
・つくもがみ貸します……畠中　恵
・ホテルジューシー………坂木　司
・ＮＥＸＴ（上・下）

………マイケル・クライトン
・任侠学園…………………今野　敏
・夜叉桜……………あさの　あつこ
・復活の条件……………森村　誠一
・ブラックペアン1988 …海堂　尊
・インシテミル…………米澤　穂信
・モップガール…………加藤　実秋
・追伸……………………真保　裕一
・ア・ソング・フォー・ユー

…………………柴田　よしき

【一般書】… 52冊
・アクティブレストで疲れをとる!

……………………藤巻　利昭
・薩摩のキセキ…西郷　吉太郎ほか
・定年前・定年後～新たな挑戦「仕事・
家庭・社会」……ニッセイ基礎研究所

・父親の品格……………川北　義則
・｢気づき｣の幸せ………木村　藤子
・愛子さまと悠仁さま…大島　真生
・下流社会　第２章 ……三浦　展
・遭難者を救助せよ！……細井　勝
・ワタシは最高にツイている！

……………………小林　聡美
・定年オヤジのしつけ方…小川有里
・不良ばあちゃんが行く

…………………竹森　智惠子
・そうだ、葉っぱを売ろう！

……………………横石　知二
・暴走老人………………藤原　智美

【ヤング・児童書】…40冊
・しにがみとおばあさん …鎌田　暢子
・オチケン！……………大倉　崇裕
・もったいないことしてないかい？

…………………真珠　まりこ
・No.６ ♯６…………あさのあつこ
・封印の娘～大江戸妖怪かわら版～

……………………香月　日輪
・西遊記６～王の巻～…呉承恩原作
・日本伝説物語……………長屋　鳳
・ゆうびんやさんおねがいね

………サンドラ・ホーニング
・サカサマン…………海老沢　航平
・おやすみのぎゅう

……………さいとう　しのぶ
・トイレせんちょう……片平　直樹
・はたらきもののナマケモノ

………………………斉藤　洋
・うえきばちです…………川端　誠
・おひさま…………やすい　すえこ

竹かご・わら細工・藍染めなど…これまでのあそび
の学校で実際に製作された作品を多数展示します！
【期　日】11月19日（月）～26日（月）
【場　所】中央公民館　ふれあい広場
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」№31

もりもり食べて　からだ元気

～御明神保育所編～

次回は大村小学校からの
情報をお送りします。

御明神保育所　所長 原　節子

＜野球＞初優勝！
決勝　対山田中　1 ×－ 0 （延長10回特別ルール）

＜バスケットボール競技＞
・男子　1 回戦　対上野中　25－61
・女子　1 回戦　対北上中　59－74
＜ソフトテニス＞
・女子団体　1 回戦　対軽米中 0 － 2
・男女個人　1 ・ 2 回戦

＜陸上競技＞
＜男子＞　総合　第４位
・共通800ｍ 第 5 位　高藤桂太 2 分15秒62
・2 年100ｍ 第 5 位　奥平柾道　12秒07

第 7 位　但馬尚樹　12秒26
・1 年1500ｍ 第 8 位　村上映人 4 分42秒53
・共通棒高跳び　　　第 7 位　高橋一眞 2 ｍ60
・共通走り幅跳び　　第 5 位　奥平柾道 5 ｍ57
・共通400ｍリレー
第 1位　高橋一眞・奥平柾道・高橋涼・但馬尚樹

47秒11
＜女子＞
・2年100ｍ 第 1位　下澤田優衣　13秒02
・共通800ｍ 第 6 位　細川美祐樹 2 分32秒14

「誰にでも、明るく笑顔で、元

気な挨拶！」をモットーに、0～ 5

歳児まで62名の元気っ子たちの挨

拶で一日が始まります。

保育所の登降所時に必ず通るさ

くら農園では、畑の様子を見たり

話したりする、親子の触れ合いが

見られます。世話をして育て、収

穫を喜び、育てた野菜を皆で食べ

る（野菜が食べられるようになっ

たという話も聞かれるようになり

ました）という、食を大切にしよ

う！の一貫活動として、「もりもり

食べてからだ元気」をテーマに、

色々工夫をして取組んでいます。

地域の老人クラブとの交流は、畑

作り・種まき・夏祭り・みずき団子

づくり・ひな菓子作り等、行事でも

交流し、お年寄りから教えて頂く事

も多く、触れ合いを大切に、保育所

への理解を深めて頂く良い機会にも

なっています。

広い御明神グランドもあり、四季

折々の自然を満喫するとともに、の

びのびと遊ぶ体力作りの場ともなっ

ています。月 1回のサッカー教室、

運動会も終わり、10月からは毎日 3

分間運動（全員マラソン）に取組み、

最後までやり遂げる、毎日続ける、

気力、体力の増進に繋げる事をねら

いとしています。

幼児期から絵本に親しもう!と各

部屋の絵本コーナーでは、自分の好

きな絵本を見たり、保育士が読み聞

かせをしたり、ホールには貸し出し

絵本、紙芝居コーナーがあり、家庭

での親子の触れ合いを大切にし、読

み聞かせボランティアもお願いした

り、共に感動し共感し心豊かに育つ

ことを願っています。

元気に走る子どもたち

老人クラブとの交流（種まき）

大きなさつまいもが80kgも!

県中学校新人体育大会（後期）は、11月17日
～18日の日程で開催されます。
皆さんの応援をよろしくお願いします！



広報●教育しずくいし●2007●11●No.32●6

広報「教育しずくいし」 12月号は 12月13日（木）発行です。

� 11月～12月の主な行事予定�
11月
10 �　雫石小学校学習発表会（作品展示）
16 �　第55回雫石町小中学校音楽会
23 �　第50回雫石町無形文化財芸能祭
29 �　教育委員会議

12月
1 �　町PTA連絡協議会実践活動研修会
21 �　町内小学校終業式（雫石・七ツ森・上長山・

西根・御明神・橋場・大村・南畑）
雫石高校終業式

22 �　安庭小学校終業式
25 �　町内小中学校終業式（下長山小・雫石中）

教育委員会議

【問い合わせ】社会教育課内　広報「教育しずくいし」編集局（内線284）

教育委員会では、11月30日をもって委員の任期が満了することに伴い、その一部を次の内容で公募します。
町文化財保護審議会は教育委員会の諮問機関で、その役割は、文化財の保存及び活用に関し、町指定の可否など、

重要な事項について調査審議することとなっています。

【募集人員】2 人以内
【任　　期】平成19年12月 1 日～

平成21年11月30日（ 2 年間）
【応募資格】以下の項目を両方満たしていること。

①20歳以上で、平日の日中に開催する会議（年 1
回以上）に出席可能であること

②応募日現在、本町の他の付属機関などの委員になっ
ていないこと

【応募方法】はがきに住所・氏名・年齢・性別・電話
番号及び「町文化財保護審議会委員希望」と明記し、
11月22日（木）必着で町教育委員会（〒020-0595
雫石町千刈田 5 番地 1 ）あてに郵送願います。

【その他】応募者多数の場合は、選考または抽選を行
います。なお、必要に応じ、応募動機や経歴・活動
実績などの資料提供をお願いすることがあります。

【問い合わせ】社会教育課（内線284）

小学生の妹は、耳にたこができるほどに至る場面で「欧米
か！」を連発していました。ところが最近ピタッと口にしな
くなり、「飽きたのかな??」と思いきや…「そんなの関係ね
ぇ！はい、オッパッピー」に変化を遂げていました（笑）そ
れを眺め早く飽きてくれないかな･･と思いつつ、なぜか笑っ
てしまいます(^^ゞ （HaR）

秋から冬へ…今年も最も忙しい季節がやってきた。
過去には19日連続出勤や、1 ヶ月で休み 2 日など、数々

の自己記録を築いた時期。今年はそれほどではなさそうだけ
ど、こんな時期こそ健康第一！みなさんも風邪ひかないよう
に、冬を迎えましょうね。

（Yasu）

�あとがき�

募�集�要�項

中央公民館　改修・修繕工事実施中（12月初旬まで）
・エントランス部（公民館・野菊ホール・図書館）
・融雪設備（中央公民館）

各世代の親睦と交流を深めるゲートボール大会
に出場しませんか。
【日　時】12月 2 日（日）

受付午前 8 時30分　試合開始午前 9 時
【会　場】雫石町営屋内ゲートボール場
【対　象】町内居住または勤務・通学の小学3年生以上
【チーム編成】原則行政区対抗ですが、混合チーム
を編成することがあります。
【申し込み・問い合わせ】町営ゲートボール場

担当：木村洋子まで（TEL 695-2031・水曜定休）

ヴァイオリン・林智之／ヴィオラ・臼木麻弥／
ピアノ・福原佳三によるコンサートです。
どうぞお楽しみに！

【日　時】11月25日（日）午後 2 時～
【場　所】ラ・ラ・ガーデンホール（長山極楽野）
【入場料】1,500円（茶菓代共）
【申し込み】ラ・ラ・ガーデン　岩崎まで

（TEL 693-3170）


