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① キャスト総勢50名が熱演！
前売券絶賛発売中！良いお席はお早めに！

② あなたも

わたしも

きらめいて

今年の女性フェスタは、町長講話「町政学習」に加

【開催日】2 月15日
（日）

え、「夜回り先生」として知られる水谷修さんによる講

【時 間】

演、近年若年層で問題化している「デートDV」をテー

昼の部：開演午後 1 時30分（開場午後 1 時）

マとし、本当の愛とは何かを問いかける雫石高校保健

夜の部：開演午後 6 時（開場午後 5 時30分）

劇「見えない明日〜光と闇の境界線」と、充実の内容

【入場料】全席指定

でお送りします。

Ｓ席 1,200円（当日1,500円）

【主 催】雫石町各種婦人団体連絡会

Ａ席 1,000円（当日1,200円）

【日 時】１ 月17日
（土）

Ｂ席

800円（当日1,000円）

【前売券取扱場所】中央公民館及び各地区公民館

開演午後１時（開場12時30分）
【場 所】中央公民館 野菊ホール

村上写真館・農協役場出張所

③ 真冬の雫石を練り歩く！
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

④ 毎年恒例！民謡と民舞の祭典
【日 時】3 月 1 日（日）
午後 1 時開演（12時30分開場）

だ参り」と呼ばれていました。幾度の中断を経て昭和

【場 所】中央公民館野菊ホール

55年に再興した裸参りは、今年で復活後30回の節目

【入場料】全席指定

を迎えます。

Ｓ席 2,000円・Ａ席 1,500円・Ｂ席 1,000円
＊当日券は500円増

【開催日】1 月18日
（日）
【時 間】午後 1 時 三社座神社出発 午後 1 時
午後 3 時ころ 永昌寺（下寺）到着まで
【問い合わせ】実行委員会事務局 古舘謙太郎
（TEL：090-5831-7933）

【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）

〜全国人権擁護委員連合会長表彰受賞！
12月 6 日（土）に開催された世界人権宣言60周年・人権擁護委員制度60周年記念式典において、雫石
高校保健委員会が全国人権擁護委員連合会長表彰を受賞しました（全国 3 団体）
。
同委員会は、平成14年から毎年、様々な人権問題をテーマとして生徒自身が脚本や演出を手掛けた創
作劇を、学校内だけでなく自治体・教育機関・警察署等各方面からの依頼により県内各地で上演していま
す。多くの県民に個人の尊厳や命の尊さとは何かをあらためて考えさせる活動を行い、人権尊重思想の普
及に大きく貢献したことが評価されました。おめでとうございます！

①第22回雫石町民音楽祭「空よ山よ 〜自然への讃歌〜」 前売券好評発売中！
②2009年頭のごあいさつほか 雫石町体育指導委員による「しずくいし体指だより」
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特集

〜地域で子どもを育もう！ 教育振興運動⑨

〜地域の方も、子ども達も、PTA会員もみんなで 平成20年度雫石町教育振興運動実践交流会から
12月 6 日（土）の午後、中央公民館の大会議室に200人を超える町民の方々が集
まり、平成20年度雫石町教育振興運動実践交流会が開催されました。
各実践区の席には、PTA会員に混じって地域の方や子ども達の顔も見られ、ま
た、幼稚園の園長さんや保育所の所長さん、町議会の教育民生常任委員、教育委員
のみなさんなど、来賓も多数訪れ、一緒に読書講演会や実践発表を聞き、子どもた
ちを取り巻く環境を大人が整備していくことについて考え合いました。
交流会に先立ち、秋田県で活躍している「グループかぜ」の代表である谷京子さんの講演「読書の輪を広
げよう 〜家庭から読書を」がありました。
長年の経験からのお話の中で、家庭での読み聞かせの重要性を訴えかけ、読み聞かせの実演では情緒たっ
ぷりに話される姿が印象的でした。会場入口には当日持参した絵本が並べられ、参加者は興味深そうに見て
いました。

講演のようす

いろいろな絵本が並べられています

交流会では、4 つの実践区からの発表がありました。
御明神小実践区からは、「PTAによる読み聞かせ 〜子どもたちの笑顔〜」
、安庭小実践区からは「コミュ
ニティスクールに関わるPTAの実践 〜安庭小スクールプラン2008の協働の取り組み」、続いて上長山小
学校実践区による「上長山小実践区の活動について」、最後に雫石中学校図書委員会による「雫石町親子読
書のつどいへの取り組みについて」と、スクリーンを使っての報告がありました。
それぞれ、今年の取り組みのようすをわかりやすく説明していました。特にも、雫石中学校では生徒自ら
が発表し、参加者も真剣に聞き入っていました。

今回が初めての試みだった「教育振興運動実践交流会」。来年度以降の課題も多くありますが、地域ぐる
みで子どもを育てる「教育振興運動」の大切さをこれからも発信していきます。
次回は、雫石高校・七ツ森小学校での取り組みを紹介する予定です。
教育振興運動に関する問い合わせ
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社会教育課（内線282）

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………佐々木委員が選任されました。

その 2 質疑応答編
〜以下のことがらについて話し合われました〜
③教育振興運動について
①読書のつどいについて
委 「保・幼・小」とか「小・中」連携等とやって
委 各学童の子ども達が参加できるようにバスを回
いるが、問題行動の起きる背景には家庭のしつけ
してもらう等、交通手段を検討して頂きたい。地
がないがしろにされている面があるのではない
域での結束は強いが外との交流の意識が低い。福
か。家庭の役割・父母の役割が大きい。教育振興
祉体験、ボランティア活動など機会はいろいろあ
運動を拡充しながら地域全体として目を向け進め
るが、交通手段の関係で参加できないこともある
ていく中で、「読書活動」の方向を転換していく
と思われる。
ことを検討してはどうか。
答 先日開催された芸能祭では小学校の子ども達に
参加して頂き、バス等の手配もしておりますが、 答 教育振興運動の状況は、取り組み始めた段階で
あり、組織作りに取り組んでいるところです。
今後検討していきたいと思います。
「読書活動」が一番取り組みやすいということで
②人事について
委 11校の学校をもっと協力に指導して頂く「教育
進めていますが、独自課題で取り組んでいるとこ
ろもあります。取り組みやすい「あいさつ」「言
監」というような人事要求、ポスト要求すること
葉づかい」「食事の問題」であるとか「しつけ」
を検討する必要はないのか。
も上げられます。企画の段階で話していきたいと
答 秋田県では、
「教育監」制を取り入れ、平成17年
考えています。自分たちで決めて取り組んでいけ
度から実施しています。市町村としてではなく、
るような形にもっていけたら広がっていくのでは
例えば教育事務所単位の地域に分けて学校を回
ないかと考えています。
り、模擬授業や訪問指導を行い、それが事業的に評
価されて定着してきているようです。県の姿勢も
あると思われます。校長退職者というような人材
教育委員会議は、非公開事件以外は傍聴できます。
を見ながら派遣しているようです。岩手県でも、県
【問い合わせ】学校教育課（内線294）
のシステムとして奥州市で取り入れています。地
域に優れた人材があればやりやすいと思われます。

【優
小学 4 年男子の部 柿木
小赤澤

小学 3 年男子B

金野

小学 3・4 年女子B 久保

【準優勝】

郁人（橋場小）

小学 3 年男子A

小学 3・4 年女子A 櫻田

勝】
高村

涼（橋場小）

【第 3 位】

渉（七ッ森小）

駒木野優晃（西根小）

滉希（チャグチャグC） 遠藤
南妃（西根小）

木田宗太郎（七ッ森小）
中井

航（チャグチャグC） 前島

颯太（チャグチャグC）
友星（川船小）

櫻田

千咲（西根小）

十二林笑璃（西根小）

萌佳（チャグチャグC） 福田

倭那（西根小）

佐々木楓佳（七ッ森小）

小学 5 年女子A

山本

愛満（西根小）

立小路菜央（チャグチャグC） 桜小路汐里（西根小）

小学 5 年女子B

中村

美那（西根小）

越川

しのん（西根小）

遠藤

小学 5・6 年男子A 滝沢

迪士（橋場小）

前島

風太（川船小）

関

文也（チャグチャグC）

小学 5・6 年男子B 長岡

祥平（チャグチャグC） 萩台

俊幸（橋場小）

亀山

啓吾（チャグチャグC）

春香（西根小）

光夏（チャグチャグC） 平

小学 6 年女子
一般男子A

櫻田

金野

季（チャグチャグC）

真由（七ッ森小）

太田・藤村組（チャグチャグC） 亀ヶ森・谷藤組（岩盛C）

亀ヶ森・斉藤組（盛大OB会）

山本・木村組（雫石C）

佐々木・横手組（美女C）

徳田・田中組（マルチスポーツ）

前島・昆野組（御所BC）

袖林・袖林組（滝沢中C）

一般男子BクラスB 石田・木村組（雫石C）

三浦・石岡組（岩手大ＯＢ）

上村・下川原組（御所BC）

一般男子BクラスC 木村・外崎組（岩大ＯＢ会）

瀧澤・菅原組（雫石C）

三浦・佐々木組（御所BC）

横手・斉藤組（アドバンス）

千葉・佐藤組（アドバンス）

一般女子
一般男子BクラスA

一般男子Cクラス

内藤・亀ヶ森組
（ばどみんとん村）

民部田・泉組（岩大ＯＢ会）

＊所属のところで、バドミントン＝B、クラブ＝Cと略表記しています。
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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
● 小説 ●
・あした吹く風 ………………………あさの あつこ
・女神記 ……………………………………桐野 夏生
・フロンティア、ナウ ……………………野崎 雅人
・蜜蜂のデザート ……………………………拓未 司
・ＴＡＰ …………………………グレッグ・イーガン
・オリンピックの身代金 …………………奥田 英朗
・ホワイトクロウ〜インディゴの夜 ……加藤 実秋
・悼む人 ……………………………………天童 荒太
・光 ………………………………………三浦 しをん
・巣立ち〜お鳥見女房〜 …………………諸田 玲子
・雪白の月 ……………………………………碧野 圭
・彼岸花 …………………………………宇江佐 真理
・宇宙を孕む風 ……………………………片山 恭一
・どこから行っても遠い町 ………………川上 弘美
・ファミリーポートレイト ………………桜庭 一樹
・儚い羊たちの祝宴 ………………………米澤 穂信
・ジャッキー・ケネディ大統領夫人、最後の一日
……………………アダム・ブレイヴァー
・造花の蜜 ………………………………連城 三紀彦
・イノセント・ゲリラの祝宴 ………………海堂 尊
● 一般書 ●

・ギネス世界記録2009 …クレイグ・グレンディ 編
・嫌われる敬語、好かれるタメ語 ………内山 辰美
・日本全国「ヨイショ」のツボ …………岩中 祥史
・病気・症状別 おばあちゃんの知恵450 主婦の友社 編
・なつかしいおやつのレシピ ……………池上 保子
・町内会のすべてが解る「疑問」
「難問」100問100答
……………………………中田 実 ほか
・救う男たち ………………………………亀山 早苗
・外見オンチ闘病記 ……………………山中 登志子
・種を蒔く日々 …………………………秋山 ちえこ
・男の掃除 …………………………………佐光 紀子
・秘伝 江戸の占いとおまじない …主婦と生活社 編
・日本は財政危機ではない ……………… 橋 洋一
・バイクの洗車・磨き・修理・メンテナンスＢＯＯK
……………………………山田 純 監修

1 月15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『しりとりしんでれら』
・かみしばい『バーバパパのたんじょうび』
・パネルシアター『ゆうたはともだち』
・こうさく『たこをつくってとばそう』
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）
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計146冊）

● ヤング・児童書 ●
・レッド・マスカラの秋 ………………永井 するみ
・はじめてのせかいちずえほん ……てづか あけみ
・はじめてのにほんちずえほん ……てづか あけみ
・赤毛の女医 アン ………………………福田 隆浩
・竹とぼくとおじいちゃん ……星川 ひろこ ほか
・知りたがりやの芽キャベツ ……………天野 喜孝
・３ びきのろしありす…………………計良 ふき子
・ヨルの神さま ………………………………樫崎 茜
・ごみを拾う犬もも子のねがい …………中野 英明
・とうさんのあしのうえで …………いもと ようこ
・どうして？ …………………サラ・ヴェルロークン
・氷の心臓 ……………………………カイ・マイヤー
・オオカミのクリスマス …………………そが まい
・まいなす …………………………………太田 忠司
・封じられた街 ………………………………沢村 鐡

今年度 ２ 回目！
読まなくなった本を持ち込んだり、読みたい本を
持ち帰ったり、岩手の読書週間（2 / 1 〜 2 /14）
を前に、本を選んでみませんか！
！
期

間：1 月17日（土）〜 1 月26日
（月）

場

所：中央公民館 1 階

ふれあい広場

※書き込みや落書き等されている本、マンガ雑誌や
週刊誌の持ち込みはご遠慮下さい。

＜ 1 〜 2 月の図書館休館日ご案内＞
【 1 月】12、19、26日
【 2 月】 2 、9 、11、16、23日

1 月24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】
・『かさこじぞう』
・『ぼくのジャングルを救って』モニカ・サーク・文
・『あなぐまさんちの花ばたけ』
クォン・ジョンセン・文
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）

今、子どもたちは…
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〜下長山小学校編〜

「大地のめぐみに感謝、地域の方々に感謝、収穫祭」

下長山小学校 教諭 久保 弘道

11月28日
（金）
、収穫祭の日です。
下長山小学校では毎年、地域の農家から田んぼをお借りして、もち米を作っています。田植え、草取り、
稲刈り、脱穀と一連の作業を体験しながら、児童54名は、この日を楽しみにしていました。

今年は、児童が話し合ってもち米を餅と赤飯にす
ることにし、地域の学校支援ボランティアの坂下テ
イ子さんに教わりながら５，６年生が中心になって、
もち米を蒸す準備を進めました。全校みんなで餅つ
きをして、もち米が餅になっていくのを体感しまし
た。自然に笑顔がこぼれてくる子どもたちです。

5年生は、赤飯を担当し、坂下さんから一つ一つ手
ほどきを受けました。蒸している間にはわたしたち
の安全・安心な食についてのお話もしていただきま
した。蒸したもち米と小豆を混ぜる作業のときは、
一足先に味見をして「おいしい」を連呼する5年生で
した。
来賓の方々をお招きしての感謝の会では、各学年
が育てた稲や野菜づくりの様子を絵や劇にしたり、
写真を投影したりして工夫して発表しました。いよ
いよ会食となり、みんなで赤飯と餅を味わいました。
6年生が育てた大根入りのおつゆも一緒にいただきま
した。
子どもたちは、米作りやの苦労や喜びを感じ、こ
れまでお世話になった方々へ感謝するとともに大地
のめぐみにも感謝する収穫祭でした。来年を今から
楽しみにしている子どもたちです。
次回は 雫石保育園 からの情報をお送りします。

【期日・会場】
＜クロスカントリー競技＞
1 月31日
（土）
町営クロスカントリースキー場
（ケッパレランド）
＜アルペン競技＞
2月7日
（土）
岩手高原スノーパーク
【参加料】無料！
【申込方法】所定の申込用紙に必要事項を記入の上、
町営体育館内雫石町体育協会まで申し込んでくだ
さい（申込書は町営体育館にあります）
。
【申込期限（厳守のこと）
】
＜クロスカントリー競技＞ 1 月21日
（水）
午後 5 時

＜アルペン競技＞ 1 月26日
（月）
午後 5 時
【問い合わせ】町体育協会（692-5030）
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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！
☆
（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 ☆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 …………………………………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

「骨まで愛して♪」をテーマに、おいしい料理を作
りましょう！
【日 時】2 月18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】五目ずし・フルーツのイエローソース
長芋となめたけの和えもの
おまけメニュー：きりせんしょ
【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 2 月 9
日
（月）
までにお申し込みくださ
い（ 受 付 時 間：平 日 8：3 0 〜
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。

冬期間の運動不足を解消しましょう！
【日 時】1月20日
（火）午後 6 時30分〜 8 時
【場 所】御明神公民館 多目的ホール
【種 目】キンボール・ドッジビー・シャッフルボ
ード・ターゲットバードゴルフなど
【講 師】雫石町体育指導委員
【受講料】無料
【対 象】町内在住または勤務の方
＊動きやすい服装、上履き（ズック等）、タオル、
着替えをご持参くださ
い。
【申し込み】御明神公民
館へ 1月19日（月）ま
でにお申し込みくださ
い（受付時間：平日
8：30〜17：15）
。

> 1 月〜 2 月の主な行事予定 >
【 2 月】

【 1 月】
11¶ 平成21年雫石町成人式
13¸ 雫石町教育研究会
15º 大村小学校始業式
16» 雫石中学校始業式
17¼ 2009ニューイヤー女性フェスタ
17¼〜18日¶
第18回小中学生バレーボール雫石交流大会
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）
21¹ 御明神小学校始業式
22º 橋場小学校始業式
24¼ 雫石高校雪上運動会
27¸ 教育委員会議
31¼ 第47回町民スキー大会
（クロスカントリー競技）

１¶

第 4 回雫石クロスカントリースキー大会
ピノキオＣＵＰ
09岩手県マスターズスキー雫石大会
（クロスカントリー競技）
第22回雫石町民音楽祭
７¼ 第47回雫石町民スキー大会（アルペン競技）
15¶ 第 6 回雫石町民劇場
21¼〜22¶
第23回雫石町長杯中
学生バレーボール大
会
27» 教育委員会議

社会教育課内 広報「教育しずくいし」編集局（内線284）へ！

> あとがき >
2008年は追われるように過ぎてしまい、様々な体験もしました
が色々見失うものも多い１年でした。2009年は、一日一日を大切
に生きていきたいものだと思います。（A）

あっという間に過ぎ去った2008年。2009年は丑年…というこ
とでのんびりいきたいところですが、時の流れの速さにも遅れない
よう、しっかりと前を見て 1 年を過ごしていきたいと考えている
今日この頃です。（Yasu）

広報「教育しずくいし」 2 月号は 2 月12日
（木）発行予定です。
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