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編集・発行／平成21年3月12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！

このたび開催された第68回全国教育美術展において、雫石中3年
の小田弥生さんが「自画像」でみごと特選を受賞しました（全国の優
秀作品として、「月刊教育美術2月号」に作品がカラー掲載されまし
た）。同じく3年生の齊藤茜さんが入選（東京審査）、木村優維さんが
佳作（岩手審査）を受賞しました。
特選・入選に輝いた二人の作品は、全国のＮＨＫで巡回展が行われ、
ＮＨＫ盛岡放送局では3月に展示されます。おめでとうございます！

当日は夜が明ける前から、終演後も後片付けや反省会などで夜遅くまで丸１日の対応でしたが、スタッフ相互

の協力で、今年の町民劇場も大成功のうちに幕を閉じました。

もちろん、今年の劇のあらすじや出演者の様子は、町広報3月号で大きく紹介しております！どうぞ合わせて

ご覧ください。

毎年2月の町の一大行事としてすっかり定着した雫石町民劇場も、今年で6回目

を迎えました。

今年は、江戸時代の雫石と生保内（現：秋田県仙北市田沢湖）を結んだ峠道・国

見峠越の山中に実在した「お助け小屋」をテーマに、そこで本当にあった出来事を

交えて創作された「国見峠のお助け小屋」が2月15日に上演されました。

昼夜2回の公演で合計1,000人以上が来場し、涙あり、笑いありの名演技にま

さに会場が一体となった1日でした。

町民劇場の成功には、キャスト（役者）の演技はもちろんですが、見えないとこ

ろで活躍する人々の力が欠かせません。大道具・小道具・メイク・着付け・ヘアデ

ザイン・音響・照明など、およそ100人ものスタッフが準備を重ねてきました。

朝のスタッフ打合せ風景 メイクに余念がありません

出番を待つ雫中生
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特 集特 集
～地域で子どもを育もう！　教育振興運動⑪～地域で子どもを育もう！　教育振興運動⑪「平成20年度の取り組みを振り返る」

学校・家庭・子どもの三者による話し合いでスタートした今年度の教育振興運動
は、それぞれ独自の実践課題にも取り組み、活発な活動が展開されました。
活動を報告し、学び合う実践交流会は全町での開催となり、220名以上の参加

をいただき、新たな出発点となりました。一方、地域の方に参画してもらう取り組
みは、実践区で少しずつ広がり始めました。
今回は、締めくくりとして今年度の推進状況を振り返ってみましょう。

地域のみんなで子どもを育む教育振興運動は、大人が一緒に活動して子ども達と関わっていく活動です。
どうか、身近な子ども達ひとり一人に声をかけてあげて下さい。

このように、数々の成果を上げることができた一方、来年度以降の課題も浮かび上がってきました。

取り組み　目標（広報5月号から）

①

②

③

主な取り組みの成果

教育振興運動に関する問い合わせ　社会教育課（内線282）または各小学校

◎より多くの地域の方に実践交流会への参加を促すこと

◎地区単位で子育て講演会を開き、活動の輪を地域に広げること

◎実践区での取り組み（計画・実施・振り返り）を定着させること

◎家読（うちどく・家庭での読書）をさらに推進すること

◎町としての推進組織を立ち上げること

今後の課題

☆地区の方々も参加したお話し会を開催でき
ました。

☆地域の方が参画した実践区が生まれまし
た。

☆町PＴＡ連絡協議会との共催で、町教育振
興運動実践交流会を開催できました。

☆交流会では多様な実践が報告され、地区の
方々にも参加していただきました。

☆「第2回雫石町親子読書のつどい」を参加
者170名で開催することができました。

☆全町で、親子読書カードの取り組みを夏と
冬の2回実施することができました。

地域の参画を進めます ～3者の取り組みを4者に
・各小学校区で組織された実践区に地域の参画を進め、3者
（学校・行政・家庭）から4者の組織に広げていきます。

実践交流会を開催します ～実践の交流を地区ごとに
・それぞれが取り組んでいることを発表し学ぶ機会として、4
地区（雫石・御所・御明神・西山）で実践交流会を開催します。

親子読書のつどいを開催します ～町全体で「読書」を推進
・「家庭で読書」をねらいとして全町で読書推進に取り組み、
「第2回雫石町親子読書のつどい」を開催します。
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その１　決定事項編　　～以下の議案が承認されました～

その2 質疑応答編（1月・2月分順不同）

①教育施策方針（教育振興運動）について
地域や家庭の教育力を向上させるためには、Ｐ

ＴＡの力に固執したやり方や学校に負担になるよ
うな今までのやり方ではなく、自治会組織等を巻
き込んだりいろいろな部分に協力をお願いして連
携を図っていく必要があると思う。
今年度までは準備会として推進してきた教育振

興運動は、平成21年度は町全体の組織として立ち
上げ進めることとしています。地域、家庭を巻き
込んでＰＴＡ等との連携を図りながら進めていき
たいと考えています。

委　いろんな場面でいろんな人たちと子ども達の問
題について話し合う機会がたくさんあることが、
住民の意識改革にもつながると思う。住民との対
話の機会を多く設けなければならない。地域住民
を教育に引っ張り込むために必要なことだと思う
し、そのことが課題解決につながっていくのでは
ないか。

答　必要であれば懇談会等も考えたいと思います。
今、再生に取り組んでいる教育振興運動は、「読
書」を中心に進めています。また、独自課題も各
実践区で取り組んでいますので、その中で子育て
に関わる部分の取り組みもを進めていきたいと考
えています。

②雫石よしゃれの文化財指定について
委　よしゃれの文化財指定の話はどうなっているの
か。

答　今年度の事業として、現在、各地区のよしゃれ
を記録映像でまとめているところです。文化財に
指定するかどうかは、その後皆さんからの意見を
頂戴しながら進めていきたいと考えています。

③体力テストについて
委　体力テストの結果が新聞に掲載され、岩手県や秋
田県はだいぶ良いということだった。全体的に町
内小中学校の子ども達の力はどうなっているのか。

答　結果は、小学5年・中学2年の児童生徒について
測定したものですが、スポ少活動やクラブ活動が活
発に行われていることもあり、体力的、体格的に
も雫石の子ども達は良い位置にあると思われます。

④町民音楽祭について
委　とても良かったと思う。雫石中学校の演出も良
かったし、みんなで参加したくなるような感じの
構成だった。少年少女合唱団の人数が少なくて残
念だったが、たくさんの方々に聞いていただきた
いと思った素晴らしい音楽会だった。

答　実行委員会の方々や参加いただいた各団体の努
力の成果だと思います。少年少女合唱団については
児童生徒数の減少も影響しているかもしれません。
今後も活動の支援をしていきたいと考えています。

委 委

答

委

答

答

答

【１月定例会】
・雫石町就学指導委員会委員の解任について
【２月定例会】
１．平成21年度雫石町教育施策方針と重点について
２．教育委員会の事務事業に関する点検・評価について
３．学校職員の人事異動の内申について

教育委員会定例会リポート（1月・2月）

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

委

答

『心・技・体』柔道精神を学んでみませんか。
心…礼儀・作法を学び相手を敬う心を学ぶ
技…相手を倒すことだけではなく、自らの身を守る
術を学ぶ

体…基礎体力を向上させ、病気・ケガに負けない体
をつくる

【活動日】毎週水・木・土曜
【時　間】午後6時30分～8時
【場　所】町営体育館　柔道場
【問い合わせ】町柔道スポーツ少年団
斉藤敏朗（斉藤靴店）TEL：692-3058
山崎　忍　TEL：090-7792-2714
☆見学も随時受け付けています。お気軽にお問い合
わせください。

平成18年に結成。昨年チーム名を「雫石桜蓮迦」
に変更、気持ちも新たに、3歳から60歳まで、幅
広い年齢層で楽しく「よさこい」を踊っています。
踊り子のほかにも、旗振り、MC、裏方スタッフ

も募集しています。
雫石桜蓮迦で、思いっきり踊って、ストレス発

散！体力増進！お待ちしてます！
【活動日】毎週水・土曜（または金曜）
【時　間】午後7時～9時
【場　所】町勤労青少年ホームほか
【内　容】YOSAKOIの練習・各種イベントへの出演
（軽トラ市、よしゃれ祭り）等
【問い合わせ】代表（原田）

TEL：090-5239-7757
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部　門 第1位 第2位 第3位

小学1・2年女子 佐藤　詩帆（七ッ森） 高前田愛奈（下長山） 川代　　杏（安庭）

小学1・2年男子 土樋　　迅（下長山） 藤原　拓磨（七ッ森） 武田　北斗（下長山）

小学3・4年女子 村上　優空（上長山） 簗場　佳乃（雫石）

小学3・4年男子 松田　大雅（雫石） 横欠　壱成（雫石） 高橋　諒介（雫石）

小学5・6年女子 袖林怜緒菜（西根） 小谷地美冬（雫石） 滝澤　茉由（上長山）

小学5・6年男子 小野寺建太（雫石） 八重樫耕生（雫石） 簗場　光成（雫石）

中学女子 久保田美鈴（雫石中） 上野　小春（雫石中） 小田中美里（雫石中）

中学男子 矢幅　　光（雫石中） 松田　悠雅（雫石中） 一本木健太（雫石中）

一般女子 土樋　三起（下長山）

一般男子Ⅱ部 中野　廣美（下長山） 櫻糀　　司（下長山） 高前田良雄（下長山）

小学生総合 雫石小 上長山小 下長山小

＜アルペンスキー＞
☆男子回転　【29位】八重樫創生（県勢最高）
☆女子回転　【27位】上和野史華（県勢最高）
＜ノルディックスキー＞
☆男子５㎞クラシカル　【60位】藤本託也　【69位】高橋涼　【73位】橋本遼　【86位】村上映人
☆男子５㎞フリー競技　【45位】藤本託也　【74位】村上映人
☆男子リレー５㎞×４
【9位】（県選抜チーム）村上哲（安代）、高橋涼（雫石）、藤本託也（雫石）、村上映人（雫石）

☆男子　【77位】讃岐　圭二（雫石高） （1分44秒29）
☆女子　【39位】松原　美幸（雫石高） （1分48秒95）

【49位】上和野史華（雫石中） （1分57秒09）

＊紙面の都合上、第1位～第3位までの掲載としました。

☆女子　【21位】松原　美幸（雫石高） （合計2分39秒55）
【30位】上和野史華（雫石中） （合計3分02秒69）

☆女子　【26位】松原　美幸（雫石高） （合計2分31秒49）

☆男子　【64位】讃岐　圭二（雫石高） （1分33秒54）
☆女子　【12位】松原　美幸（雫石高） （1分34秒71）

【28位】上和野史華（雫石中） （1分37秒84）
〔中学生の部〕
☆男子　【28位】讃岐　友人　【29位】笹田　明誠　【35位】小松　悠平　【42位】木船　啓佑
☆女子　【12位】袖林　瑠依　【22位】上野　小春

☆男子　【62位】讃岐　圭二（雫石高） （1分34秒12）
☆女子　【15位】松原　美幸（雫石高） （1分35秒70）
〔中学生の部〕
☆男子　【26位】讃岐　友人　【27位】笹田　明誠　【32位】小松　悠平
☆女子　【 9 位】袖林　瑠依　【21位】上野　小春
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3月22日（日）、「ホットスイム感謝祭」を開催しま
す。ウォーターボーイズショー開催のほか、水中宝探
しや縁日コーナーなどイベントはめじろおし。もちろ
ん当日施設無料開放！ご家族でのご来場お待ちしてお
ります！
詳しくはホットスイムまでお問い合わせください！

【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

21年度も実施決定！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！

＜＜　1期　＞＞ ＜＜　2期　＞＞

4月14日（火）開講 4月16日（木）開講
【期　　　日】 6月23日（火）まで毎週火曜・全10回 6月25日（木）まで毎週木曜・全10回

＊5月5日（火）は除きます。 ＊5月7日（木）は除きます。

【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】 2,500円

【申し込み】
3月23日（月）～31日（火）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。

＜＜　1期　＞＞ ＜＜　2期　＞＞

4月14日（火）開講 4月16日（木）開講
【期　　　日】 6月23日（火）まで毎週火曜・全10回 6月25日（木）まで毎週木曜・全10回

＊5月5日（火）は除きます。 ＊5月7日（木）は除きます。

【時　　　間】 午後4時30分～6時

【場　　　所】 町営体育館ほか運動公園内施設

【内　　　容】
バランスボール・マット運動等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】 1,500円（施設使用料・保険料含む）

【申し込み】
3月23日（月）～31日（火）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。

こちらも21年度継続実施決定！ゴールデンエイジにいろいろな運動を体験しよう！
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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 ●
・待ってる　橘屋草子………………あさの　あつこ
・長き雨の烙印……………………………堂場　瞬一
・ＷＥＬＯＶＥジジイ ……………………桂　望実
・楊令伝⑧～箭激の章～…………………北方　謙三
・煙霞………………………………………黒川　博行
・院長の恋…………………………………佐藤　愛子
・千世と与一郎の関ヶ原…………………佐藤　雅美
・女優仕掛人………………………………新堂　冬樹
・反乱する管理職……………………………高杉　良
・三悪人……………………………………田牧　大和
・鬼の跫音…………………………………道尾　秀介
・雪男たちの国……………………ノーマン・ロック
・出星前夜…………………………………飯嶋　和一
・利休にたずねよ…………………………山本　兼一
・ポトスライムの舟……………………津村　記久子
・サラエボのチェリスト

……スティーヴン・ギャロウェイ
・妻ががんなのに、僕は恋人のベッドにいる。

……………………………クルーン

● 一般書 ●
・親が子供に伝えたい「環境」の授業

……………津川　雅彦×小菅　正夫
・女の背ぼね………………………………佐藤　愛子
・「知の衰退」からいかに脱出するか？大前　研一
・誰も知らない語源の話…………………増井　金典
・どうせ、あちらへは手ぶらで行く……城山　三郎
・お父さん、こっちを向いて！…………上村　順子
・男道………………………………………清原　和博
・明治のお嬢さま………………………黒岩　比佐子
・ひとりの時間の楽しみ方………………吉元　由美
・パパは楽しい躁うつ病……北　杜夫・斎藤　由香
・直江兼続の義と愛………………………火坂　雅志
・丸ごとわかる薬の常識Ｑ＆Ａ
………………………………檜山　幸孝・山本　葉子
・お年寄りと話そう………………………日野　純子
・育休パパになろう………………………………とも

● ヤング・児童書 ●
・虎と月………………………………………柳　広司
・ドラゴンキーパー～紫の幼龍～

………キャロル・ウィルキンソン
・とねりこ屋のコラル……………………柏葉　幸子
・オバマ YES WE CAN! …ロバータ・エドワーズ
・ねむいねむいちいさなライオン

マーガレット・ワイズ・ブラウン
・ニコラスどこにいってたの？……レオ・レオーニ
・やまんば妖怪学校③……………………末吉　暁子
・わすれんぼうなコックさん…日本児童文芸家協会
・ねえ、ほんよんで！……………レイン・マーロウ
・だまし絵サーカス………ウォーレス・エドワーズ
・しあわせ………………………アンドレ・ダーハン
・おっぱいのはなし……………………土屋　麻由美
・せかいはなにでできてるの？………ゾイフェルド
・おやすみなさいのおと…………いりやま　さとし

3月28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】

・「瓜子姫とあまのじゃく」

・「舌切りすずめ」

・「さんまいのおふだ」

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）

3月19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『いいものみつけた、はなをくんくん』
・かみしばい
・パネルシアター『だんごころころ』
・こうさく『かごめボールをつくってあそぼう』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！（1/21～2/20受け入れ分　計126冊）

＜3～4月の図書館休館日ご案内＞
【3月】16、17～24、30日
【4月】6、13、20、27、29日

※期間中のご注意

①本の貸出・予約等はできません。

②本の返却は、図書館玄関横の“ブックポスト”

に入れてください。
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」 46 ～雫石高校編～

次回は　西根小学校　からの情報をお送りします。

2月14日、ケッパレランドを
会場に散策スキーツアーを開催し
ました。
ツアーでは、通常のコースの他、
男助山登山道や夏場では草が生い
茂って通れない場所などを歩きま
した。
朝方の小雨の影響で大きな虹が
現れ、スタートからゴールするま
で見ることができる最高の景色の
中、参加者は、基本的な歩き方か
ら下りの滑り方も学びながら、ウ
サギやキツネ等の動物の足跡や樹
木の新芽、植物を観察しながら雫
石の冬を散策しました。

ボート部の取り組み 雫石高等学校　教諭 佐藤　　敏

雫石高校の特色ある部活動の一つとして、ボート部の活動があります。
今年度は、東北高校選手権大会女子ダブルスカル３位入賞、岩手選抜として国民体育大会少年女子舵手付

きクォドルプル４位入賞など全国大会でも輝かしい成績を残しています。

平成23年には花巻市の田瀬湖でインターハイが開
催されます。また、その5年後の平成28年には岩手県
で国体が開催予定で、御所湖が会場となる可能性が
あります。県内開催の二つの大きな大会を控え、平
成21年度入学生の強化に例年以上に力を入れ、イン
ターハイ上位入賞、さらにその選手が成年で岩手国
体の主力選手として天皇杯に繋がるよう、岩手県と
しても強化して行きます。御所湖に一番近い雫石高
校からも一人でも多くの選手が国体で活躍できるよ
うに選手育成を考えています。
ボート競技は高校から始まるスポーツです。環境

の整った雫石高校ボート部で全国に目を向けてみま
せんか。
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広報「教育しずくいし」 4月号は 4月9日（木）発行です。

� 3月～ 4月の主な行事予定�
【3月】
16� 中学校卒業式
18� 雫石小学校卒業式
19� 小学校卒業式

（七ツ森・上長山・下長山・西根・御明神・
橋場・南畑・安庭）

20� 大村小学校卒業式
26� 教育委員会議

【4月】
６� 小学校入学式（七ツ森・大村・南畑）
７� 小中学校入学式

（上長山・下長山・西根・御明神・橋場・
安庭・雫石中）

８� 雫石小・雫石高校入学式
社会教育課内　広報「教育しずくいし」編集局（内線284）へ！

あっという間に時間が過ぎ、もう一年が経とうとしています…。
心と体が繋がっていることを、身をもって実感させられた日々だっ
たと思います。どちらも健やかでありたいですね。
来年度の「教育しずくいし」もよろしくお願いします！（A）

「編集担当5年目へと続くのか？続かないのか？」などと書い
てから早１年…。本当に月日のたつのは早いものだと実感。まずは
無事5年間編集ができたこと、周囲の皆さんに感謝です！さあ、6
年目はありや？なしや？もちろん結果は4月号のあとがきで明ら
かに！地味にご注目あれ！（Yasu）

�あとがき�

町教育委員会では、3月31日をもって諮問機関の委員の任期が満了となることに伴い、委員の一部を次の
内容で公募します。

【募集人員】それぞれ1人
【応募資格】以下の資格をすべて満たす人
①雫石町に住所を有し、20歳以上であること。
②平日に開催する会議に出席できること（年2回程度）。
③町の他の付属機関等の委員になっていないこと。

【任　　期】委嘱した日から2年間
【応募方法】ハガキに住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記して提出してください。
【提出先及び締切】☆公民館運営審議会委員（3月27日（金）必着）

〒020-0555 雫石町上曽根田114番地　雫石町中央公民館あて
☆社会教育委員（3月25日（水）必着）
〒020-0595 雫石町千刈田5番地1 雫石町教育委員会教育長あて

【その他】応募者多数の場合は、選考または抽選とします。また、必要に応じ、応募の動機や経歴、活
動実績などの資料提供をお願いすることがあります。

－雫石町社会教育委員－
【職　務】
①社会教育に関する諸計画を立案する。
②会議を開き、諮問に応じ意見を述べる。
③職務を行うために必要な研究調査を行う。

【問い合わせ】 ☆公民館運営審議会委員…中央公民館　　☆社会教育委員…社会教育課（内線282）

◆公募する委員◆

◆募集要領◆

－雫石町公民館運営審議会委員（委員10人）－
【職　務】
・館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の
企画実施について調査審議を行う。

いじめ・不登校等で悩んでいませんか？
相談窓口を開設しています！

【問い合わせ】

☆教育委員会学校教育課

TEL：692-2111（内線293）

☆どんぐり広場（勤労青少年ホーム内）

TEL：692-0611


