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編集・発行／平成20年12月10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から教育委員会をクリック！

第44回雫石町総合芸術祭は、芸術文

化活動の成果を展示・発表し、鑑賞の機

会を広く提供する目的で、今年44回を

迎えました。

展示部門では絵画・書道・手工芸な

ど、舞台部門では、ピアノ・コーラスな

どに、合計327人が出展・出演し、さ

らに野菊ホールのロビーには、華やかに

菊花が並べられました。岩手県芸術祭入

選作品の特別展示や、昨年から復活した

小中学校作品展もあり、会場には 3日

間で1,000人以上が訪れ、町の芸術文

化を肌で感じているようでした。

昨年50回の節目を迎えた無形文化財

芸能祭…今年も11月23日、合計21の

団体、33の演目で盛大に開催されまし

た。

毎年恒例のよしゃれ・さんさ踊り・神

楽・田植踊・念仏剣舞・人形芝居などに

加え、今年は橋場小学校が「橋場夢太鼓」

の演目で初出演、7年ぶりの「おんどあ

げ」など、例年にも増して充実の１日

となりました。

延べ480人の出演者、そして800人

以上の来場者で、野菊ホールは終日民俗

芸能１色に染まっていました。

＊対象者にはご案内のはがきを送付しておりますが、はがきが届いていない場合など、詳しくは社会教育
課（内線282）までお問い合わせください。

【日　時】平成21年1月11日（日）
受付：午前10時10分～10時50分
式典：午前11時～

【場　所】雫石町中央公民館　野菊ホール

【対　象】昭和63年 4月 2日～平成元年 4月 1
日生まれで現在町に住民登録されている方、また
は平成15年度雫石中学校卒業生

【並ぶ力作　～書道の部】

【華やかに、美しく　～洋舞】

【今年の出だしのよしゃれは御明神地区】

【躍動　葛根田田植踊】
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特 集特 集 ～地域で子どもを育もう！　教育振興運動⑧～地域で子どもを育もう！　教育振興運動⑧

～ 瞳キラキラ笑顔あふれるひととき　第2回雫石町親子読書のつどいから
11月15日に開催された「第2回雫石町親子読書のつどい」には、120人以上

が参加し、スタッフ50人とさまざまな本の世界を楽しみました。
受付や誘導などには、雫石高校図書委員会のみなさんや、ジュニアリーダーの

SKYのみなさんなど、中高生が活躍し、子ども達と触れ合いました。
オープニングでは、村上教育長をはじめ3人が「おすすめの１冊」を紹介、続

いて読み聞かせお話し会に入りました。町内の読み聞かせボランティアに混じって、雫石中学校図書委員会
のみなさんが素敵な絵本などを読み聞かせしてくれました。

その後、子ども達は雫石弁で語る昔話を楽しみ、SKYのみなさんが考えた読書クイズに熱中、目を輝かせ
ていました。一方、同時に開催された読み聞かせ講習会では、松尾先生が「読み聞かせの重要性や生活習慣
の中に読書をぜひ！」と、熱意あふれるお話をしていただきました。

教育振興運動に関する問い合わせ　社会教育課（内線282）

町内の多くの方々で作り上げた第2回の親子読書のつどいを、さらに多くの人たちに参加していただき、
〈読書大好き雫石っ子〉をもっともっと育てていきたい…そんな希望を膨らませる、有意義な1日でした。
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【優 勝】ヌーヴェン　　【準優勝】カツラスタ　　【第3位】雫石高校

【優　勝】 【準優勝】 【第3位】

中学男子シングルス 袖林健太（滝沢南中） 乳井拓也（見前南中） 山本翔之（雫石中）

男子ダブルスA 岩根・細川組（雫石中） 佐藤・中野組（滝沢南中） 飛澤・東野組（見前南中）

男子ダブルスB 鈴木・原組（雫石中） 山津田・高橋組（雫石中） 大宮・藤田組（滝沢南中）

女子シングルスA 鈴木佳奈（見前南中） 木村華依（雫石中） 安藤みなみ（見前南中）

女子シングルスB 一井彩来（雫石中） 吉田綾香（見前南中） 川村里美（見前南中）

女子シングルスC 根田すずか（見前南中） 山本愛満（雫石クラブ） 平野原美南子（見前南中）

１年女子ダブルスA 堀切・桜田組（雫石中） 久保田・堂屋組（雫石中） 向井・南幅組（見前南中）

１年女子ダブルスB 田中・羽柴組（見前南中） 鎌田・柳村組（雫石中） 佐藤・大坪組（滝沢南中）

１年女子ダブルスC 南野・坂下組（雫石中） 中野・畠山組（滝沢南中） 小笠原・柳澤組（見前南中）

2年女子ダブルスA 遠藤・澤村組（滝沢南中） 斉藤・滝沢組（雫石中） 斉藤・田村組（見前南中）

2年女子ダブルスB 大磯・浜崎組（見前南中） 奥谷・古舘組（雫石中） 佐々木・山下組（滝沢南中）

このたび、町野球場において、地元雫石クラブの選手
を講師に迎え、雫石町少年野球教室が開催されました。
雫石クラブは、今年9月埼玉県で行われた軟式野球界
において最もレベルの高い大会と言われている「天皇賜
杯第63回全国軟式野球大会」へ県代表として初出場し、
見事初戦突破を果たしたチームです。選手から少しでも
技術を習得しようと、町内野球スポーツ少年団4団体
120人が参加し、指導を受けました。
実際に準備体操からキャッチボール、ポジションごと
に分かれそれぞれ指導を受けた選手たちは、厳しい練習
の中にも、野球に対する楽しさも学べたようでした。

【優　勝】 【準優勝】 【第3位】

行政区対抗の部 下町四行政区 天川行政区 上春木場／中町一行政区

ジュニアの部・中学1年男子シングルス 澤口健太 堂前達哉 坂本翔栄／山津田啓太

ジュニアの部・中学1年女子シングルス 佐々木麗佳 堂屋綾香 天瀬綾香

ジュニアの部・中学２年男子シングルス 高橋　啓 千葉真己 高橋廉／渡邊龍

ジュニアの部・中学２年女子シングルス 新田結以 山本ひかり 川口瞳／大久保歩美

【優　勝】 【準優勝】 【第3位】

一般男子の部 盛岡工業高校A 盛岡工業高校C 盛岡工業高校B

一般女子の部 盛岡走友会

一般混成の部 雫高スキー・野球部 雫石体育会

中学校男子の部 滝沢南中学校A 滝沢南中学校B 雫石中学校駅伝2年・1年

中学校女子の部 滝沢南中学校B 滝沢中学校 滝沢南中学校A

町内・一般男子の部 御明神体育会 雫高野球部A 雫石マスターズA

町内・一般混成の部 雫高スキー・野球部 雫石体育会
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おいしい蒸しパンを作ろう！
【期　日】①1月18日（日） ②1月19日（月）
【時　間】①②いずれも午前9時30分～12時
【場　所】御所公民館
【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】①②とも15人
【申し込み】御所公民館へ
1月16日（金）までにお
申し込みください（受付
時間：平日 8：30～
17：15）。

【講　師】中村鈴呼さん
【対象・定員】町内の小学生・各回先着20名
【受講料】500円（当日集めます）
【持ち物】かまぼこの板１枚・ハサミ・おしぼり１枚・作品を入れて持ち帰る袋
【申し込み】中央公民館へ12月25日（木）までにお申し込みください（受付時間：平日 8：30～17：15）。

【日時・場所】

【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！
☆（財）雫石町体育協会：http://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/
☆県営屋内温水プール（ホットスイム）：http://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/̃hotswim

【問い合わせ先】
☆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 …………………………………693-3751
☆ゲートボール場…695-2031 ☆ケッパレランド …695-2211

毎年恒例の干支人形作り。粘土で「うし」を作ろう！

＊①～⑥のうち、参加したい日を選んで申し込んでください。

期　日 時　間 場　所

① １月7日（水） 午前9時30分～12時 中央公民館

② １月7日（水） 午後1時30分～4時 西山公民館

③ １月8日（木） 午前9時30分～12時 雫石公民館

④ １月8日（木） 午後1時30分～4時 御所公民館

⑤ １月9日（金） 午前9時30分～12時 御明神公民館

⑥ １月9日（金） 午後1時30分～4時 七ツ森小学校

ビーズでフラワーアレンジ！
【日　時】1月18日（日）午後1時30分～4時
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・15人
【申し込み】御所公民館へ1月13日（火）までにお申
し込みください（受付時間：平日 8：30～17：
15）。

「体内地雷にご注意を！」をテーマに、おいしい料
理を作りましょう！
【日　時】1月21日（水）午前10時～午後1時
【場　所】中央公民館　調理実習室
【メニュー】桜えびのかき揚げ・あちゃら・

ヨーグルトサラダ
おまけメニュー…まめしとぎ

【講　師】町食生活改善推進員連絡協議会会員
【受講料】500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・15人
【申し込み】中央公民館へ 1月13日（火）までにお申
し込みください（受付時間：平日8：30～17：15）。

【その他】無料託児室を用意できます。事前にご相
談ください。

【開催日】1月15日（木）～2月16日（月）
（毎週月・木曜／全10回）

【時　間】午前10時～午後4時
【場　所】御所公民館
【講　師】杉澤陽子さん
【受講料】1,000円
【対象・定員】町内在住または町内勤務の方・20人
【申し込み】御所公民館へ1月 9日（金）までにお申
し込みください（受付時間：平日8：30～17：15）。
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空いている時間を使って、気軽に筋力＆体力をアップさせましょう！

＜＜　7期　＞＞ ＜＜　8期　＞＞

【期　　　日】 1月13日（火）開講 1月15日（木）開講

3月17日（火）まで毎週火曜・全10回 3月19日（木）まで毎週木曜・全10回

【時　　　間】 午前10時～11時30分 ①午前の部：午前10時～11時30分

②午後の部：午後7時～8時30分

【場　　　所】 町営体育館

【内　　　容】 マシントレーニング・バランスボール・チューブトレーニングなど、体力や年齢に応じた

プログラムの作成と実践

【講　　　師】（財）雫石町体育協会スタッフ

【対象・定員】 町内在住の方・先着10人 町内在住の方・①②それぞれ先着10人

【受　講　料】 2,000円

【申し込み】 各自傷害保険加入後、12月20日（土）～1月8日（木）までに電話または町営体育館窓口ま

で、受講料を添えてお申し込みください。

エクセル2000で家計簿や仕事に役立つ表計算の
基礎を覚えよう！
【期　日】1月22日（木）開講

3月12日（木）まで毎週木曜・全8回
【時　間】午後7時～9時
【場　所】雫石公民館　講座室
【講　師】高嶋一秀さん（町内晴山在住）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着15人
【受講料】1,500円（テキスト代含む）
【申込期間】12月22日（月）～25日（木）
＊受付時間　平日8：30～17：15

【申込先】雫石公民館

＜＜雫石公民館会場＞＞
ワードと表計算（エクセル）の基本操作を学ぼう！

【期　日】1月30日（金）開講
2月27日（金）まで毎週金曜・全5回

【時　間】昼コース：午後2時～4時
夜コース：午後7時～9時

【場　所】西山公民館
【講　師】伊藤秀典さん（町内南畑在住）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着10人
【受講料】1,000円（テキスト代含む）
【申込期間】１月19日（月）～23日（金）
【申込先】西山公民館

＜＜西山公民館会場＞＞

ゴールデンエイジにいろいろな運動を体験しよう！

＜＜　6期　＞＞ ＜＜　7期　＞＞

【期　　　日】 1月13日（火）開講 1月15日（木）開講

3月17日（火）まで毎週火曜・全10回 3月19日（木）まで毎週木曜・全10回

【時　　　間】 午後4時30分～6時

【場　　　所】 町営体育館

【内　　　容】 マット運動・バランスボール・いろいろなスポーツ体験（陸上・サッカー・バドミントン

・ティーボール・バスケットなど）

【講　　　師】（財）雫石町体育協会スタッフ

【対象・定員】 町内の児童（6～12歳）・先着10人 町内の児童（6～12歳）・先着10人

【受　講　料】 1,000円（施設使用料含む）

【申し込み】 各自傷害保険加入後、12月20日（土）～1月8日（木）までに電話または町営体育館窓口ま

で、受講料を添えてお申し込みください。
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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

● 小説 ●
・ちょいな人々………………………………荻原　浩
・楊令伝⑦～驍騰の章～…………………北方　謙三
・午後の音楽……………………………小池　真理子
・とんび………………………………………重松　清
・モニタールーム…………………………山田　悠介
・京大芸人……………………………………菅　広文
・ガリレオの苦悩…………………………東野　圭吾
・素行調査官………………………………笹本　稜平
・アイスクリン強し…………………………畠中　恵
・彼女らは雪の迷宮に………………………芦辺　拓
・ヒトリシズカ……………………………誉田　哲也
・綺麗な生活………………………………林　真理子
・モダンタイムス………………………伊坂　幸太郎
・十三回忌…………………………………小島　正樹
・ミスター・ミー……………アンドルー・クルミー
・覇王の番人（上・下）…………………真保　裕一
・華族夫人の忘れもの……………………平岩　弓枝
・スリーピング・ドールジェフリー・ディーヴァー
・シューカツ！……………………………石田　衣良

● 一般書 ●
・赤めだか…………………………………立川　談春
・桃太郎はニートだった！………………石井　正己
・秘密のケンミンＳＨＯＷ完全レシピ本

……………………読売テレビ・編
・幸せな子育ての知恵…………レイチャル・ハリス
・珍問難問宇宙１００の謎 ………福井　康雄監修
・大人のいない国……………鷲田　清一・内田　樹
・１２９職種の年収一覧…………………野村　昌二
・生まれ変わりの村①………………………森田　健
・ダメ犬だからおもしろい……ジョン・グローガン
・刑務所通いはやめられねぇ………………桂　才賀
・かぐや姫の結婚…………………………繁田　信一
・日本は財政危機ではない………………�橋　洋一
・マリッジ・アゲイン…………………高柳　美知子
・ムダな仕事はもう、やめよう！……吉越　浩一郎
・老人介護大発見…………………………三好　春樹

● ヤング・児童書 ●
・洗い屋お姫捕物帳……………………越水　利江子
・おいなり山のひみつ…………………茂市　久美子
・だんろのまえで………………………鈴木　まもる
・世にも不幸な出来事⑬終わり …レモニー・スニケット
・くものがっこう………………………みらい　なな
・13歳からのシンプルな生き方哲学……船井　幸雄
・まめうしのクリスマス…………あきやま　ただし
・いちばんたいせつなこと…ドロシー・ロー・ノルト
・キスはオトナの味……ジャクリーン・ウィルソン
・おでんざむらい～ちくわのまき……内田　麟太郎
・そらうで…………………………もとした　いづみ
・ゆきダルムくん…………………………伊藤　正道
・とっこべとら子…………………………宮沢　賢治
・ナイトメア・アカデミー……ディーン・ローリー
・No.6 ♯7 …………………………あさの　あつこ

12月27日（土）10時から“しずくいしおはなし会”
【会　場】中央公民館１階　特別会議室
【プログラム】
・「天の火をぬすんだウサギ」

…ジョアンナ・トウロートン・作
・「ゆきむすめ」…内田　莉莎子 再話
・「かさじぞう」…桜井　信夫 文　など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

（小学生以上対象です）

12月18日（木）10時30分から“たんぽぽおはなし会”
【会　場】中央公民館 2 階　視聴覚室
【プログラム】
・えほん『サンタのおまじない』
・かみしばい『たからさがし』
・パネルシアター『10人のサンタ』
・こうさく『かわいいツリーをつくろう』 など
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

（幼児対象です）

新着図書をご紹介！（10/21～11/20受け入れ分　計130冊）

＜12～1月の図書館休館日ご案内＞

【12月】15、22、23、29～31日

【 1 月】1～3、5、12、19、26日

図書館玄関前に設置している「図書返却用ブック

ポスト」が新しくなりました。

これまでどおり図書

館閉館時の本の返却は、

ブックポストに本だけ

を入れてください。

図書館が開館してい

る時は、図書館カウン

ターでの返却をお願い

します。
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」 43

「七ツ森と賢治の夢」

～七ツ森小学校編～

七ツ森小学校　教諭　村木　弘子

七ツ森小学校では、３年前から｢七ツ森と賢治の夢｣を「特色ある学校づくり」に位置付け、教育活動を展

開しています。宮澤賢治が愛した雫石・七ツ森の自然環境に学び、金管バンドを通して賢治の夢を探り、地

域の人々・自然・近隣福祉施設との交流を深めながら、子どもの情操教育をすすめています。

「七ツ森と賢治の夢」とは、

…七ツ森ふるさと学習・金管バンド演奏・全

校による歌声活動です。

今年の活動を紹介します。

～どっどど　どどうど　どどうど　どどう

すっぱいかりんも　ふきとばせ～

学習発表会では、「風ノ又三郎」

と「雨ニモマケズ」の全校群読を

し、３つの学年で賢治作品の劇に

取り組みました。

＊３年生：「虔十公園林」

＊４年生：

「セロ弾きのゴーシュ」

＊５年生：

「狼森と笊森、盗森」

次回は　下長山小学校　からの情報をお送りします。

【セロ弾きのゴーシュから】

【七ツ森の先生・川村さんと一緒に七ツ森探検】 【賢治の世界を伝える校報「続七ツ森だより」】

【伝統を受け継ぐ金管バンド】

昨年度から小学校・中学校連携事業の一環として始

まった町内小学６年生全員の雫石中学校への一日体験

入学が、今年は11月21日（金）に行われました。

訪れた小学生たちは、さすがにちょっと緊張気味。

最初に、体育館で３年生による歓迎の合唱「最上川舟

唄」が披露され、迫力ある中学生の歌声にみんな圧倒

されたようでした。その後は、英語と数学の授業も体

験。アルファベットを元気よく発声したり、数学では

中学で初めて出てくる「正負の数」の学習もしました。

最後は部活動も見学、中学校では「ほんの一部の活動

の紹介だったが、参考になってくれれば。」と話して

いました。

雫石中学校では、町内の小学生の保護者に対し、今

の学校の様子と今後の学校運営についての説明会を12

月下旬に開催します。これは、小学校の特に5・6年

生の保護者から要望があったもので、小学校か地区公

民館を会場に開催する予定です。雫石中学校では、た

くさんの保護者の方の参加を願っています。
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広報「教育しずくいし」 1月号は 1月8日（木）発行予定です。

� 12月～ 1月の主な行事予定�
【1月】
6� 雫石中学校国際交流海外派遣団出発

（～14日まで）
11� 平成21年雫石町成人式
13� 雫石町教育研究会
15� 大村小学校始業式
16� 雫石中学校始業式
18� 平成21年雫石町裸参り
19� 雫石・西根小学校始業式
20� 小学校始業式

（七ツ森・上長山・下長山・南畑・安庭）
21� 御明神小学校始業式
22� 橋場小学校始業式
24� 雫石高校雪上運動会
27� 教育委員会議
31� 町民クロスカントリー大会

社会教育課内　広報「教育しずくいし」編集局（内線284）へ！

芸術祭、芸能祭と11月も怒涛のように過ぎていきました。雫石
の文化にふれることができる貴重な機会の連続。初めて見るものば
かりだったので、もっと色々勉強して、理解を深めていきたいと思
いました。（A）

今年も年の瀬。
さて、話は変わり…この前の検診で視力低下が判明！言われてみ

れば確かに視界がぼやけていた気がする。で、コンタクトレンズを
新調。何と言っても、夜空に浮かぶ星の綺麗さに感激！　（Yasu）

【12月】
19� 小学校終業式（西根・大村）
22� 雫石小学校終業式
25� 教育委員会議

雫石中学校終業式・小学校終業式
（七ツ森・上長山・下長山・橋場・南畑・安庭）
26� 御明神小学校終業式

�あとがき�

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」と呼ばれていました。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
30回の節目を迎えることとなりました。
腰みの、横綱、お守りなどの装束を、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。
祈願者は、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
くりと歩いていきます。現在、祈願者募集中です！
【問い合わせ】実行委員会事務局　古舘謙太郎まで

（TEL：090-5831-7933）

【日　時】2月1日（日）午後1時～3時　　　　　　 【場　所】中央公民館野菊ホール
【見どころ】
①出演者全員の合唱「大地讃頌」 ～300人の大合唱で自然を称えます
②雫石中1年生全員の合唱「コスモス（宇宙）」 ～若々しい歌声で音楽祭を盛り上げます
③はーとぽーと合唱隊の復帰登場　　～昨年やむを得ず不参加となった合唱隊、待望の復活！

【日　時】3月1日（日）
午後1時開演（12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500円増

【入場前売券発売】中央公民館及び各地区公民館で
1月14日（水）から販売開始！
良いお席はお早めに！
【問い合わせ】中央公民館（TEL：692-4181）

詳しい内容は1月号の折り込みチラシでご案内します。どうぞお楽しみに！

教育委員会定例会リポート」は、10月での審議
案件がなかったことから、お休みしました。

【問い合わせ】学校教育課（内線294）

＜＜年末年始の施設休館日情報＞＞

〔歴史民俗資料館・勤労青少年ホーム〕
12月28日（日）～1月4日（日）

〔中央公民館・地区公民館・図書館・町営体育館〕
12月29日（月）～1月3日（土）

〔県営屋内温水プール・ケッパレランド〕
12月31日（水）・1月1日（木）


