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編集・発行／平成20年 3月13日　雫石町教育委員会　
〒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！

2 月29日と 3 月 1 日に開催された、2008全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技　兼 ’93世界
アルペン開催記念第15回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会中学生の部で、上和野史華選手（雫石中）が第 1
戦で 6 位、第 2 戦で 4 位と連続入賞を果たしました。見事全国大会での上位入賞、おめでとうございます！
＜女子スーパーG第 1 戦 2 月29日＞　第 6 位　記録 1 分40秒50
＜女子スーパーG第 2 戦 3 月 1 日＞　第 4 位　記録 1 分42秒59

＊なお、この大会でのその他の結果は6ページに掲載しています。どうぞご覧ください。

平成16年 2 月の第 1 回「橋場、よき」以来、毎年 2 月の一大行事となった
雫石町民劇場。
今年は 5 回の節目を迎え、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「よしゃれ誕生の秘話　～花染めのたすき～」が 2 月10日に上演され
ました。昼夜 2 回公演で来場した観客は、合わせておよそ1,200人！キャスト
（出演者）・スタッフ・そして観客が一体となった 1 日となりました。

こうして、午後 1 時30分、昼の部が開演…。劇中も
スタッフの手が休まることはありません。昼の部が終
わると、今度は夜の部のための準備と大忙し。
文字どおり、朝から晩までの対応となりましたが、

あらゆる部署のスタッフ全員が劇の本番を支えたこと
で、キャストも練習の成果を十分に発揮することがで
き、第 5 回の町民劇場も大成功で幕を閉じました。
ところで、残念ながら当日の公演を見逃してしまった

方、あるいは内容を忘れてしまった方、ご安心ください！気になる劇のあらすじや出演者の様子は、町広報 3 月号を
どうぞご覧ください。

いよいよ公演間近！舞台を
照らす照明の設定にも余念が
ありません。

この町民劇場を成功させるために、大道具・小道具・メイク・着付け・ヘアデザイン・音響・照明など、多くの
スタッフが準備を重ねてきました。公演が近くなると、準備もほぼ毎日になり、公演前日（ 2 月 9 日）のリハーサ
ル時には、スタッフも全員参加で本番に備えました。

だんご屋の組み立ても、
いよいよ最終段階です。

公演当日、スタッフの中でもメイ
クや着付けのみなさんは、なんと朝
6時30分には会場入りです。
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しずくいしの教育 特集～ しずくいしの教育振興運動　平成19年度を振り返る特集～ しずくいしの教育振興運動　平成19年度を振り返る

①「親子読書のつどい」について
委　親子読書は地味な活動であるがとても大事であ

る。今回の集いは、子ども達の頑張りが目立った

ようで、非常によいことと思う。着実に活動して

きているということを実感した。ぜひ、第2回、第

3回…と続けて頂きたい。

答　子ども達、親、学童の指導員、読書ボランティ

ア、スタッフなど合わせて約130名が参加し、ジュ

ニアリーダーズクラブ「SKY」のメンバーをはじ

め、雫石中学校図書委員会の生徒も加わり、おは

なし会、読書映画会、パネルシアター、ストーリー

テーリングなどの読み聞かせ交流会が行われ、と

ても良い集いになりました。来年は、中高校生に

も参加してもらえるよう考えたいと思います。

1月定例会での審議案件はありませんでしたが、委員懇談会では主に次のことについて話し合われました。

②コンプライアンス（法令遵守）について
委　コンプライアンス違反についての指導はどのよ

うになっているのか。各企業、会社等も厳しく行っ

ている。職場の点検、現状のチェック体制などは

大丈夫か。

答　年度当初にコンプライアンスの確立について指

針を示し指示を出しています。また、校長会議等

で話をし、学校長より定期的な報告と指導をお願

いしています。

学校・親・地域・行政・子どもの５者が関わり、地域ぐるみで行
う子どもの教育方法として、近年その意義が見直されている岩手県
独自の運動「教育振興運動」。町でも、この運動の再興に取り掛かり、
昨年度はまず学校・PTAと行政が一体となった「教育振興運動推進
懇話会」を立ち上げました。
そして、今年度はさらに一歩進んで、学校・行政・家庭・地域の

4 者組織からなる「教育振興運動準備会」をつくり、 2 つの目標を
持って取り組んでまいりました。

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）

委

教育委員会定例会リポート（1月）

答

委

答

このように、今年度は、おおむね目標を達成し、教育振興運動の基礎を築くことができたと考えています。
平成20年度は、引き続き実践活動を進めながら、中学校・高校へも呼びかけ、地区ごとの実践交流会を開催し
ながら、「読書大好き雫石っ子」を推進していきたいと考えております。
よりよい「雫石の教育」のため、地域の皆さんのご意見等もどしどしお寄せください。

教育振興運動に関する問い合わせ　社会教育課（内線282）

目標①　具体的な実践課題に取り組む
→テーマを読書とし、「読書大好き雫石っ子」の推進

①「親子読書カード」の配布
＊町内すべての学校で取り組み、作成することがで
きた（カードはふれあい広場にも展示）。

②取り組みの成果としてのイベントの開催
＊平成20年 1 月26日、関係団体の協力を得て
「第1回親子読書のつどい」を開催することができた。
（下の「定例会リポート」もご参照ください）

①教育振興運動実践協議会（実践区）の立ち上げ
＊すべての小学校区で、学校・家庭・子どもの三者
による話し合いの場を持つことができ、実践区を立
ち上げることができた。
②各実践区での実践活動の実施
＊それぞれ、「読書大好き雫石っ子」の実践に取り
組み、PTAによる読み聞かせや子ども会での読み
聞かせ、読書講演会の開催など、多様な実践を繰り
広げることができた。

目標②　小学校区での実践組織づくり
→まずは学校単位でそれぞれ課題に取り組む
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町内には、公民館を活動場所とした同好会やサークルが
たくさんあります。体を動かしたい、自分の趣味を広げた
いなど、下の表にはそんなみなさんの希望にあったものが
あるかもしれません。
「コレだ！」と思ったら、どうぞ気軽に、活動場所の公民
館にお問い合わせください。

【各種同好会・サークルに関する問い合わせ】

中央公民館……………………………………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

同好会・サークル名 活動日 時　間 会　費

雫石野の花会（水彩画）
3～10月

第4火曜
19:00～21:00 1,000円（年）

ヨガ同好会 木曜 19:00～21:00 3,000円（月）

のぎくダンススポーツサークル 火曜 19:00～21:00 3,000円（月）

童謡の滴（童謡・唱歌） 第2・第4土曜 13:30～15:30 2,000円（年）

ファインドール人形クラブ（粘土） 第1・第3水曜 13:30～15:30 500円（時間）

長山地区大正琴同好会 第2・第4土曜 午後2時間程度 3,000円（月）

ヨーガ教室（西山分室） 火曜 15:30～16:30 3,000円（月）

はりっこ会 第2・第4火曜 10:00～16:00 500円（月）

葛根田地区大正琴同好会 第2・第4土曜 9:00～12:00 3,000円（月）

滴石書道同好会 第2・第4火曜 19:00～21:00 2,500円（月）

御所バドミントンクラブ 木曜 19:00～21:00 200円（1回）

御所湖つゆくさの会（絵画・油絵） 第1～第3水曜 19:00～21:00 3,500円（月）

御所公民館活花クラブ 月2回（不定） 主に午前中 花代実費ほか

SAKUTTO～サクット～倶楽部（大正琴） 火曜 13:00～16:00 2,000円（月）

御明神レインボー体操の会 第1・第3金曜 10:00～ 1,000円（月）

よしゃれクラブ 土曜 19:00～21:00 2,000円（月）

雫石菊花同好会（種苗から開花まで）
4～10月

第3日曜
13:00～16:00 2,000円（年）

雫石筝曲教室 月曜 13:00～20:30
4,500円（月）

箏管理費500円（月）

早朝ランニング
5～10月

木・日曜

6:00～

（雨天中止）
無料

雫石油絵同好会
第2・第4土曜

木曜
13:00～16:00 2,000円（月）

焼きものクラブ
5～11月

木曜
午前中 2,000円（年）

書道同好会西山教室 土曜（月4回）
①10:00～16:00

②18:00～21:00

一般1,800円（月）

小中学生1,300円（月）

のぎく太極拳倶楽部 金曜 19:00～21:00
1,000円（入会費）

3,000円（月）

活
動
場
所

中

央

公

民

館

西

山

公

民

館

雫

石

公

民

館

御
所
公
民
館

御
明
神
公
民
館 よしゃれ愛好会 土曜（月2回） 19:00～21:00 4,000円（月）

＊ここに掲載している会は、公民館事業等から同好会活動へと独立した団体です。この他の自主サークルについて

は、次号でお知らせする予定です♪

しずくいし混声合唱団 木曜 19:00～21:00
1,000円（入会費）

1,000円（月）

しずくいし弦楽クラブ 土曜（不定）
①13:00～15:00

②18:30～20:30
30,000円（年）



新着図書をご紹介！（1/21～ 2/20受け入れ分　計179冊）

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

（小説）
・相棒 ……………………五十嵐貴久
・魔術はささやく ………宮部みゆき
・親指の恋人 ……………石田　衣良
・ラットマン ……………道尾　秀介
・守護天使 …………………上村　佑
・医学のたまご ……………海堂　尊

・映画篇 …………………金城　一紀
・鬼神の狂乱 ……………坂東眞砂子
・警官の血（上・下） …佐々木　譲
・雪になる ………………谷村　志穂
・こころげそう ……………畠中　恵
・負の紋章 ……………ヒキタクニオ

・指し手の顔（上・下）…首藤　瓜於
・新世界より（上・下）…貴志　祐介
・阪急電車 …………………有川　浩
・ＴＯＫＡＧＥ ……………今野　敏
・禁断のパンダ ……………拓未　司

（一般書）
・星野流 …………………星野　仙一
・余り毛糸で編む小物

…………………内藤　朗編集
・からだに美味しいごはん

……………………有元　葉子
・お父さんの台所塾 ………白井　操
・夫の財布、妻の財布 …今井美沙子

・崩壊する中国逃げ遅れる日本
……………………宮崎　正弘

・団塊世代の自分探し …三宅　隆之
・やすらぎのお針仕事 …宮崎　順子
・今は昔のこんなこと …佐藤　愛子
・インテリジェンス人間論

………………………佐藤　優

・大人が絵本に涙する時 …柳田　邦男
・甲子園への遺言 ………門田　隆将
・チャップリン暗殺 ……大野　裕之
・バブル …………………田中　森一
・先祖供養のしきたり …新谷　尚紀
・モンスター・マザー …石原　結貴
・お帰りなさい朝青龍 …内館　牧子

（ヤング・児童書）
・犬と私の10の約束…さとうまきこ
・よるがきらいなふくろう…仁科　幸子
・チェスト！～がんばれ、薩摩隼人～

……………………横山　充男
・ごきげんあかちゃん …宮崎　清ほか
・幻狼神異記（Ⅰ） ……横山　充男
・ときそば～落語絵本十二～ …川端　誠

・トンネル（上・下）
……ロデリック・ゴードンほか

・手相占いの必殺ワザ …田口　二州
・かじりのがっこう …うるまでるび
・みんなでグルグル回文あそび

…………………ながたみかこ
・ふしぎなでまえ …かがくいひろし

・ふみ子の海 ……………市川　信夫
・シェフィーがいちばん

…………カート・フランケン
・日本全国新幹線に乗ろう！ …長谷川　章
・シーオグの祈り…ジェイムズ・ヘネガン
・かきやまぶし …………内田麟太郎
・さかさまつり ……つきおかゆみこ
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引っ越し等で住所や電話番号など、図書館利用
者登録時と変更のある方はご連絡をお願いします。

＜3月～4月の休館日＞
3月：17日・20日・24日・31日
4月：7日・14日・21日・28日・29日

“たんぽぽおはなし会”～3月27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”～3月22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！

・えほん・かみしばいのよみきかせ
・むかでにはどうしていっぱいあしがあるの
（パネルシアター）

・カミコップでつくろう（工作） など

・ざしき童子のはなし…宮沢　賢治・作
・よだかの星…宮沢　賢治・作　　　　　など

～子どもたちに読書の楽しさを！ 3月のおはなし会情報～

平成10年の開校以来、昨年11月には100回を
迎え、記念展示と講演も開催した資料館あそびの
学校ですが、好評にお応えし、20年度も引き続き
開校する予定です！
メニューや日程など、詳しい内容は 4 月号で掲

載しますので、どうぞご期待ください！

2 月23日、赤丸なな子さんから、昔の教科書と、
かつて大村地区にあった恩賜郷倉の写真 2 枚が寄
贈されました。恩賜郷倉（おんしごうそう）とは、
昭和 9 年の東北地方の大凶作を契機に、昭和天皇
がその窮状を察して、備蓄用倉庫として各地に作
らせたと言われているものです。
いずれも、当時の生活を考える上で貴重な資料

といえます。この場をお借りして、お礼申し上げ
ます。

町の歴史文化を知ろう！～歴史民俗資料館
【問い合わせ】692-3942



今、子どもたちは… シリーズ「輝」 35

元気なごしょっこ

～御所保育所編～

次回は雫石小学校からの情報をお送りします。

御所保育所　所長 細川　俊子

広い園庭で活発にサッカーや鬼ごっこ、縄跳びで遊び、天気の良い日は近くのファミリーランドやのりもの広場に

出かけて行くことが出来るとてもよい環境の御所保育所には、3歳以上児32名、3歳未満児28名のかわいらしい子ど

もたちが毎日元気に過ごしています。

0歳児から5歳児まで毎日同じ保育所で過ごしている

ので、自然に小さい子をいたわったり手伝ってあげた

り、また大きいお兄さんやお姉さんのやることを真似

していつの間にか一人で出来るようになり成長が感じ

られます。

小さい畑ですが、「ごしょっこ農園」で、年長児が中

心になってジャガイモ、ナス、ピーマン、カボチャな

どを収穫して、カレーや味噌汁の材料にします。毎月

の「ごしょっこレストラン」では、雰囲気も工夫され

皆で一緒に食べることで食育にも力を入れています。 世代間交流を大切にして、祖父母との遠足や交通安

全教室をしたり、うぐいすの郷や日赤鴬鳴荘を訪問し

たり、保育所の行事に招待して一緒に運動会やひなま

つりを楽しんでもらったり、地域の老人クラブの招待

でみずき団子や節句餅の指導をしてもらっています。

毎月のサッカー教室では、挨拶から競技のルールま

で教えてもらって、今では見違える程上達してゴール

を決めて喜んだり悔しがったりしています。

1年間リーダーを努めてきた年長児15名は、 3月の

卒園式を控えてすっかりたくましくなってきました。

頼りにしたりいたわりあったりしてお互いに成長し合

っている御所保育所の元気な子どもたちです。
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みんなで作って食べよう！料理好き小学生集まれ！
【メニュー】

【期　日】① 3 月25日（火） ② 3 月26日（水）
【時　間】①②とも午前10時～午後1時

（作った後、みんなで食べてから解散です）
【場　所】中央公民館　調理実習室
【講　師】雫石町食生活改善推進員連絡協議会会員
【対　象】町内の小学生
【定　員】各回先着20人
【受講料】500円（当日集金します）
【持ち物】三角巾、エプロン
【申し込み】中央公民館へ 3 月21日（金）までにお
申し込みください。なお、定員に達した場合はその
時点で締め切りとなりますのでご了承ください。
（受付時間：平日 8 ：30～17：15）

平成18年に結成し、現在、 3 歳から60歳までの
男女で楽しく「よさこい」を踊っています。
YOSAKOI雫団で、思いっきり踊ってストレス発
散！YOSAKOIの輪を一緒に広げませんか？旗振り、
MC（かけ声）も募集しております。見学大歓迎！
【活動日】毎週水曜日・19時～21時
【活動場所】雫石駅 2 階ふれあいルーム（変更あり）
【活動内容】YOSAKOIの練習・各種イベントの出演
（盛岡YOSAKOI・よしゃれ祭りなど）
【会　費】月額1,000円（衣装代等は別途）
【持ち物】上履き・飲み物・タオル等
【問い合わせ】代表（原田）（090-5239-7757）
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広報「教育しずくいし」 4月号は 4月10日（木）発行予定です。

� 3月～ 4月上旬の主な行事予定�
3月
17 �　雫石中学校卒業式
19 �　町内小学校卒業式（大村小以外）
20 �　大村小学校卒業式
27 �　教育委員会議

4月
7 �　町内小学校入学式

（七ツ森・上長山・下長山・南畑）
8 �　町内小学校入学式

（雫石・西根・御明神・橋場・安庭）
雫石中学校入学式（午後）・雫石高校入学式

広報と共に重ねた4年...☆ 1 年目は、仕事に慣れることに
必死で、2年目には編集の難しさを知り、 3 年目には楽し
さを覚え、そして 4 年目...それは私の『夢』へと変わりま
した☆どんなに時間がかかっても必ず『夢』を『現実』に
します!!この 4 年間は私にとって誇りです。本当にありが
とうございました!!（HaR）

平成16年 4 月から、広報「教育しずくいし」も発行を重
ねること36回。編集担当 4 年。早いなあ…。今思えば、最
初の頃のことが走馬灯のように…は浮かばないものですね
（記憶力がどんどん落ちている!?）。さてこの編集担当、 5
年目へと続くのか？続かないのか？結果は 4 月号のあとが
きにご注目！（Yasu）

�あとがき�

【募集人員】 2 人以内
【任　　期】4 月 1 日～平成22年 3 月31日（2年間）
【応募資格】20歳以上で、応募日現在、町の他の付属機
関の委員になっておらず、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
【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、 3

月21日（金）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。また、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）

教育委員会では、諮問機関である上記委員の一部を公募します。町文化財保護審議会の役割は、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。

募集要項

＜男子スーパーG＞ 81位　讃岐　圭二（雫石中） 記録1分49秒01
＜女子スーパーG＞ 49位　佐藤　日和（雫石高） 記録1分53秒30

50位　松原　美幸（雫石中） 記録1分53秒62

＜FIS女子スーパーG第 1 戦＞
26位　松原美幸（雫石中）／36位　佐藤日和（雫石高）
＜中学生男子スーパーG第 1 戦＞
15位　八重樫創生（雫石中）／33位　笹田明誠（雫石中）
36位　讃岐　友人（雫石中）

＜FIS女子スーパーG第 2 戦＞
26位　松原美幸（雫石中）／36位　佐藤日和（雫石高）
＜中学生男子スーパーG第 2 戦＞
14位　八重樫創生（雫石中）／29位　讃岐友人（雫石中）

2008全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技
兼’’93世界アルペン開催記念　第15回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会　～2月29日・3月 1日

【小学校 1 ・2年女子】佐藤　詩帆（七ツ森小）
【小学校 1 ・ 2 年男子】横欠　壱成（上長山小）
【小学校 3 ・ 4 年女子】高橋　美乃（上長山小）
【小学校 3 ・ 4 年男子】八重樫耕生（雫石小）
【小学校 5 ・ 6 年女子】南野穂乃香（御明神小）
【小学校 5 ・ 6 年男子】小松　悠平（雫石小）

【中学校女子】横欠　美奈（雫石中）
【中学校男子】南野　光稀（雫石中）
【成年女子】土樋　三起（下長山）
【青年 2 部男子】鈴木　幸一（西根）
【小学校総合の部】雫石小学校

☆第86回全日本スキー選手権大会・アルペン競技 ～2月27日☆


