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雫石町民劇場は、多くの関係者
の努力で平成16年 2 月に第 1 回
「橋場、よき」の上演を迎えました。
以後、第 2 回「野菊二度咲く」、
第 3 回「山よ風よ」、そして昨年の
第 4 回「たんたん祭の夜」と、町
内の各地域に残る伝承や史実をも
とに製作された劇は、観客にも大
きな共感を与え、 2 月の町の一大
行事として定着してきています。

練習風景：台本で台詞を確認！

第 3 回：「山よ風よ」のひとコマ

第 4 回：「たんたん祭の夜」から

そして、5 回の節目を迎える今回は、町の代表的な伝説「よしゃれ」か
らヒントを得て創作された劇「よしゃれ誕生の秘話 〜花染めのたすき〜」
を上演することになりました。
キャスト（出演者）の皆さんは、これまで週 1 日の練習で台本の読み合
わせを入念に重ね、いよいよ 2 月の上演に向けて、練習回数も一気に増え、
舞台上の動きを猛練習しています。
第１回から続けて出演しているキャストもいます。もちろん、これがデ
ビューとなる初々しいキャストもいます。スタッフ一同が心を一つにして
演じる町民劇場です。どうぞご期待ください！

【日

時】2 月10日（日）
昼の部／午後 1 時30分（開場午後 1 時）
夜の部／午後 6 時（開場午後 5 時30分）
【場 所】中央公民館 野菊ホール
【入場料（全席指定）】Ｓ席1,200円・Ａ席1,000円・Ｂ席800円
【プレイガイド】
中央公民館及び各地区公民館・村上写真館・ＪＡ新いわて役場出張所

チケット絶賛発売中！よい席はお早めに！

①読書大好き雫石っ子、みんな集まれ！

問い合わせ：中央公民館（692-4181）

①2008ニューイヤー女性フェスタ
②雫石町裸参り

②毎年恒例の音楽の祭典！
詳しくは 6 ページをご覧下さい
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しずくいしの教育

特集〜 平成19年度教育懇談会リポート②

教育委員会では、このたび西山・御明神地区を会場に教育懇談会を開催し、町の教育全般に関わることについ
て提言や意見を伺いました。
どのような質問や提言が寄せられたのか？ そして教育委員会の考えは？
先月号の学校教育関係の質問・提言・意見に続き、今月号では社会教育関係のものをまとめて掲載します。

Ｑ．子ども達の体力が低下しているといわれているが、
町として何か取り組んでいるものがあるか。
Ａ．直接学校教育との関わりではないが、スポーツ少年
団等の関わりがある。指導者にお願いして進めている
が、その他にも学童クラブを通じていろいろなスポー
ツを紹介したり、誰でもできるスポーツを勧めようと
しているところである。
Ｑ．町の景勝地について、以前、雫石十景として広報誌
に掲載されたことがあるが、また機会を捉えて周知を
してはどうか。町民みんなに知ってほしいと思う。
Ａ．検討してみます。

Ｑ．雫石と秋田の境にある藩境塚が通り道でなくなったこ
とから関心がなくなってきているようだ。今のうちに手
を打たないと、忘れ去られてしまうのではないか。貴
重なものだと思うので、町指定を考えていただきたい。
Ａ．国土交通省の関係団体でも調査しているところであ
る。資料として残そうと進めている。
Ｑ．町の指定文化財に伝統ある「よしゃれ」がなぜ指定
されないのか。ぜひ検討していただきたい。
Ａ．各地区に「よしゃれ」がある。それぞれの地区の話
を聞いて、どこが発祥地であるかも調査しながら、検
討しているところである。

懇談会では、この他にも多くのご意見ご提言をいただき、学校教育だけでなく社会教育についても積極的な思
いが感じられました。今後よりよい社会教育行政を進めるうえでの参考としたいと考えています。
教育懇談会に関する問い合わせ

学校教育課（内線294）

教育委員会定例会リポート（11月）
−その 1 決定事項編−
・委員長職務代理者の指定について 〜佐々木委員 再選！
この定例会において、佐々木浩子さん（安庭）が委員長職務代理者に再選されました。
委員長職務代理者としての任期は、平成20年12月14日までで2期目となります。
−その 2
①軽スポーツ活動について
委 以前に、学童クラブを利用して子ども達に軽スポー
ツで体を動かす楽しさを教える計画のことを聞いた
が、その計画はどこまで具体化されているのか。
答
答 社会体育担当者が中心になり、今年度中に実施する
予定で進めているところです。
②保・幼・小連携会議について
委 会議では具体的な子どもの行動などの話題について
の話もあるのか。学童クラブの担当者も一緒に話し合
う場があるといい。
答
答 小学校から中学校に進学する際の、いわゆる「中一
ギャップ」への対策がいろいろ進められてきています
が、保育園・幼稚園から小学校に上がる際にも「小一
プロブレム」という問題が発生しているということで、
その問題を解決しようと３年前から始まったのがこの
会議です。その考え方からいけば、学童クラブの指導
者が参加してもよいと思います。
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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質疑応答編−
③雫石中学校文化祭について
委 合唱がメインになっているが、文化系の展示が少し
寂しいかなと思う。吹奏楽部はステージ発表があるが、
他の文化部の子ども達にも大きなものをドーンと発表
させるような場を創ってもいいのではないか。
例えば、家庭科クラブでは食育の関係も絡ませ、食
品栄養の研究者や地域の食材を使い実践している方な
どを指導者に招いたり、
美術部であれば、
画家や手工芸
をがんばっている方などを招き、研究テーマを持って
活動していけば、展示などにも自信が生まれると思う。
答
答 中学校と話をしてみます。
④スポーツ拠点づくり推進事業について
委 社会教育の予算の中にスポーツ拠点づくり推進事業
とあるが、どういう内容か。
答
答 昨年度からの事業で、（財）地域活性化センターに
よる助成を受け、ジュニア選手の育成強化と競技力向
上を図り、さらに多くの人が訪れることで地域の活性
化を図ろうと進めている事業です。

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

気軽にできる軽スポーツで、冬の運動不足を解消しましょう！
【日 時】1 月22日（火）・31日（木） どちらも午後 6 時30分〜 8 時
【場 所】御明神公民館 多目的ホール
【講 師】雫石町体育指導委員
【対 象】町内在住または勤務の方
【種 目】参加人数に応じて、以下のニュースポーツから選択して行います。
キンボール
シャッフルボード
ドッヂビー
ターゲットバードゴルフ
【受講料】無料
【持ち物】上履き（ズック等）・タオル・着替え等
【申し込み】御明神公民館へ 1 月21日（月）までにお申し込みください。（受付時間：平日 8 :30〜17:15）

【期 日】1 月27日（日）
・28日（月）
【時 間】午前9時30分〜12時
【場 所】御所公民館（御所地区健康増進センター）
【講 師】長瀬裕子さん
【受講料】500円
【対 象】町内在住または勤務の方
【定 員】各日20人
【申し込み】1 月24日（木）までに御所公民館へお
申し込みください。

毎日の食生活を楽しく健康的に！
2 月は「メタボリックシンドローム予防」のテ
ーマで、「鯖の南蛮漬け・水菜ととろろ昆布の煮浸
し・焼き野菜のかつお風味」を作ります！！
【日 時】2 月13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 2 月 1 日（金）
までにお申
し込みください。
（受付時間：平日8：30〜17：15）

【日

ポーランド出身のピオトール・コンドラ氏は、ポー
ランドやドイツで個展を開いている若手画家です。
今回の企画展では彼の多くの作品の中から「パス
テル画」を展示します！
【期 間】1 月 4 日（金）〜 3 月30日（日）
＊月曜は基本的に休館です。
【入館料】大人500円・小中学生400円
（10名以上団体割引あり）
【問い合わせ】御所湖川村美術館（TEL 692-5931）

時】 3 月 2 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（全席指定）】
Ｓ席2,000円・Ａ席1,500円・Ｂ席1,000円
＊当日券は、前売券が売れ残った場合のみ各席
500円増で販売します。
【前売券発売】1 月28日（月）午前 8 時30分から
中央公民館及び各地区公民館で販売いたします。

第 1 回雫石町親子読書のつどい開催にあわせ、町
内小学校「我が家のおすすめの一冊」親子読書カー
ドを展示します。どうぞ家族揃ってご覧ください。
【期 間】1 月26日（土）〜 2 月11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！（11/21〜 12/20受け入れ分

82冊）

（小説）
・許さざる者 ……………笹本 稜平
・ダイイング・アイ ……東野 圭吾
・あじさい日記 …………渡辺 淳一
・異譚・千早振る ………鯨 統一郎
・ＨＥＡＲＴＢＬＵＥ …小路 幸也
・おたから蜜姫 …………米村 圭伍
・国境事変 ………………誉田 哲也
・魔物（上・下） ………大沢 在昌

・香菜里屋を知っていますか
………………………北森 鴻
・ホルモー六景 …………万城目 学
・ゴールデンスランバー
……………………伊坂幸太郎
・きみを想う夜空に
………ニコラス・スパークス

・本朝金瓶梅〜お伊勢篇
……………………林 真理子
・苺をつぶしながら ……田辺 聖子
・朝顔はまだ咲かない …柴田よしき
・学校のセンセイ ………飛鳥井千砂
・彼女が望むものを与えよ
………………………松久 淳

（一般書）
・人間の関係 ……………五木 寛之
・ギネス世界記録2008
…クレイク・グレンディ・編
・一人二役 ………………河本 準一
・篤姫の生涯 ……………宮尾登美子
・不眠症は治さない！ …結城 真子
・まちづくりビジネス
………………新建新聞社・編

・健康でいるための栄養のとり方
……………………宗像 伸子
・森田空美のきもの美巡礼
……………………森田 空美
・忙しいパパのための子育てハッピ
ーアドバイス ……………明橋 大二
・イーハトーブと満州国
……………………宮下 隆二

・岩手年鑑2008 ……岩手日報社編
・ホームレス中学生 ………田村 裕
・あと３年で、世界は江戸になる！
……………………日下 公人
・大前流 心理経済学 ……大前 研一
・健康問答 ……五木寛之・帯津 良一
・二日酔いの特効薬 ……中山 健児

（ヤング・児童書）
・絵本・佐賀のがばいばあちゃん
……………………島田 洋七
・窓ぎわのゴースト ……ゆうきえみ
・四字熟語ショウ ……中川ひろたか
・おふろのおふろうくん
………………及川 賢治ほか
・おとうとのおっぱい
………………みやにしたつや
・君空 ……………………………美嘉

・わたしのせいじゃない
…レイフ・クリスチャンソン
・おなかがすいたね、ペネロペ
……………アン・グッドマン
・真夜中の学校レストラン
…怪談レストラン編集委員会
・よるくまくるよ ………石津ちひろ
・おせちのおしょうがつ
…………………ねぎしれいこ

・グレイ・アーサー２
………ルイーズ・アーノルド
・14ひきのもちつき
………………いわむらかずお
・もらったものはもらったもの
……ステファニー・ブレイク
・お皿のボタン ……たかどのほうこ
・ハリネズミかあさんのふゆじたく
………………エヴァ・ビロウ

〜子どもにも読書の楽しさを！1月のおはなし会情報〜
たんぽぽおはなし会 〜1月17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】
・えほん・かみしばいのよみきかせ
・パネルシアター
・おにのお面をつくろう（工作）

など

毎回好評の「本のこうかんひろば」
、今年度 2 回目の開
催です。
各家庭で読まれなくなった本を持ち込んでも、会場から
読みたい本を持ち帰っても、もちろん両方でもＯＫ！
【期 間】 1 月26日（土）〜 2 月 4 日（月）
【場 所】中央公民館ふれあい広場

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 〜1月26日（土）10時から
１月のおはなし会は、こ
の日中央公民館で行われる
『第１回雫石町親子読書の
つどい』で開催します。
いつもと違う雰囲気の読
み聞かせ会をどうぞお楽し
みに！
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休館日掲載希望の声に応え、今月号から休館日を掲載す
ることといたしました。
町民皆さんの来館をお待ちしております。

【 1 月中旬から 2 月上旬の休館日】
1 月……14・21・28日
2 月…… 4 ・11日

今、子どもたちは…

シリーズ「輝」 33

〜雫石中学校編〜

雫石中旋風！全国大会へ 3 種目出場

雫石中学校 教頭

大村 格

本校は、生徒、父母会、コーチ、顧問が一体となっ
て部活動に取り組んでいます。毎年、数々の輝かしい
成果を挙げ、その名声は県内のみならず、東北、全国
へと広がっています。
今年度も子ども達のがんばりにより、県中総体では
女子バレーボール部が全ての県大会で優勝し、 4 冠を
達成するとともに、花巻市での全国大会の切符を手に
しました。
水泳では、沼田さんが200ｍ背泳ぎで県中学新記録を
出して優勝、全国大会への出場を勝ち取りました。

また、陸上の女子400ｍリレーが県中学新記録で、
100ｍハードルでは高橋さんが全国標準記録突破で全国
大会出場を決めました。
子ども達のがんばりはもっとも評価されるべきものですが、それを支えてくれている存在を忘れてはいけないと
いうことを学校では指導しています。お父さんお母さん、コーチ、顧問の先生、そしてさらに町民の皆さまの応援。
これらの力の結集が雫石中躍進の原動力になっているのです。常に感謝の気持ちを忘れず、これからもがんばって
いきたいと思います。
今後とも、応援をよろしくお願いします。

次回は 西根小学校 からの情報をお送りします。

1 月19日（土） 開演午前 9 時（開場午前 8 時30分）

〜あなたも わたしも きらめいて〜
雫石町各種婦人団体連絡会が主催し、毎年新年に開
催している行事で、今年は以下のような内容が予定さ
れています（入場料：500円）。
①中屋敷町長による講話「町政学習」
②雫石高校保健委員会による保健劇
『扉の向こうに 〜君との記憶 痛みとともに〜』
③映画『ふみ子の海』
ちなみに、入場は女性に限りません。男性もお気軽
に参加してみてはいかがでしょうか。
【問い合わせ】町各種婦人団体連絡会
もしくは社会教育課（内線282）

1 月20日（日） 午後 1 時〜

かつて雫石にも酒屋があった時代、蔵廻りの若者た
ちが健康を祈願して歩いたのが始まりで、昔は「あみ
だ参り」と呼ばれていたそうです。幾度の中断を経て
昭和55年に再興した裸参りは、今年で復活後29回目
を迎えます。
腰みの、横綱、お守りなどの装束は、すべて祈願者
自らが作っているというのも、雫石の特徴です。
当日は、午後 1 時に三社座神社を出発、およそ2時
間かけて永昌寺（下寺）までのおよそ1.2kmをゆっく
りと歩いていく予定です。
【問い合わせ】裸参り実行委員会
もしくは社会教育課（内線282）
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12月17日から19日の 3 日間、生涯文化課（中央公民館）の主催で、
雫石なんだり学級伝統工芸編その 2 として、
「南部木杓子」の体験講座
を歴史民俗資料館で開催しました。講師に米澤邦夫さん（駅前）を迎
え、木の性質から製作手順、道具の使い方などの説明を受け、その後
受講生は自分の木杓子を作製しました。製作過程で鋸、鉈、鉋、小刀
と様々な道具を使っていきますが、講師の米澤さんは、「道具の使い
方は口で説明するより、見て覚えたほうが早い、基本はまず見ること」
と何度も何度も鉋の使い方を見せてくれました。受講者の皆さんは、
町に残る伝統の技術に触れ、熱心に木杓子を製作していました。

《出演》三遊亭金馬
《共演》三遊亭金兵衛・アサダ二世
【日 時】2 月17日（日）
午後 1 時30分開演（午後 1 時開場）
【場 所】中央公民館・野菊ホール
【入場料（全席自由）
】前売 500円・当日 700円
【プレイガイド】
中央公民館及び各地区公民館・村上写真館

チケット好評発売中！
【問い合わせ】中央公民館（TEL 692-4181）

> 1 月〜 2 月の主な行事予定 >
1月
15 ¸
16 ¹
17 º
18 »
19 ¼
20 ¶
21 ·
22 ¸
26 ¼
29 ¸

2月
第 4 回雫石町教育研究会
雫石中学校・雫石高校始業式
町内小学校始業式（上長山・大村）
町内小学校始業式
（雫石・七ツ森・西根・御明神・南畑・安庭）
ニューイヤー女性フェスタ
雫石町裸参り
下長山小学校始業式
橋場小学校始業式
雫石高校雪上運動会
教育委員会議

28 º 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）

いじめ・不登校等で悩んでいませんか？
〜相談窓口があります。
気軽にご相談ください。

【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・電話692-0611）

>あとがき >
あとがき作成を考えている途中に今年で昭和生まれのみ
の成人者は最後だということに気づきました。年齢的には、
たった 3 〜 4 歳の差なのに「昭和」と「平成」生まれの響
きが違う。違いすぎる…!!まぁ、でも自分の誕生日が大好き
人間なので、実は、そんなに気にしてなかったりもします
(^^ゞ（笑）（HaR）

今日は12月21日。気づけば2007年もあと10日という
ところでのあとがき執筆です。つ・ま・り…、この広報
「教育しずくいし」の原稿編集から印刷発行までには、およ
そ 3 週間かかるということなのです。実は手間ひまかけて
作られている広報なので…みなさま2008年も講読よろし
くお願いします(̲̲)（Yasu）

広報「教育しずくいし」 2 月号は 2 月14日
（木）発行です。
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