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第23回雫石町民音楽祭「イーハトーヴの歌声」前売券好評発売中！
詳細は折込チラシをご覧ください！

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！

編集・発行／平成22年１月14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

平成21年度　雫石町教育振興運動実践交流会平成21年度　雫石町教育振興運動実践交流会平成21年度　雫石町教育振興運動実践交流会
今年度、「教育振興運動の輪を地域に」を合言葉として進めてきた教育振興運動の実践交流会が、12月５日

（土）の午後、中央公民館大会議室で開催されました。
会場には、PTA会員、行政区長など地域の方々、町議会の教育民生常任委員、
教育委員、社会教育委員のみなさんなど200人を超える参加者が集まり、これ
からの雫石町を担う子ども達をどう育てていけばいいのか、各実践区の発表を
聞きながら考える場となりました。

各実践区の発表に先立ち、今年度雫石町教育振興運
動の共通課題で取り組んだ「家読」の標語コンクール入
選者の表彰があり、町内児童12名が表彰されました。
また、県下の教育振興運動の現状について、県教育委
員会の佐藤敦士先生から各市町村の取り組みの説明が
ありました。

各実践区の発表終了後、盛岡市消費生活センターの吉田
直美氏を講師にお迎えし、「お金にきちんとした孫子を育て
るために」と題した講演会を行いました。お金や労働の価値
をきちんと教え、感謝と自立の心を育てることが必要であ
るというお話を、お小遣いの上手な与え方などの事例を交
え、わかりやすく講演していただきました。

今回は、大村小学校実践区、下長山小学校実践区、雫石
中学校実践区の３実践区から、「スポ小活動と神楽の伝承
活動」「読書推進」「挨拶運動と奉仕活動」などそれぞれの
実践区の課題に沿った特徴ある活動内容について、保護者
と児童生徒が協力し合いながらの発表が行われました。

来年度からは「雫石町教育振興運動推進協議会」（仮称）が中心となり、雫石の子ども達の未来のため「教振」
を推進していきます。
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＜＜実践区情報＞＞＜＜実践区情報＞＞

雫石中学校では、今年度から本格的に教育振興運動の組織を立ち上げました。
これまで活発に取り組んでいた各地区PTAを基盤に実践組織をつくり、共通課題
として「あいさつ運動」、それぞれの独自課題として地域に根ざした親子での活動を進
めています。

【教育振興運動・実践交流会に関する問い合わせ】 社会教育課（692‑6590）

生徒100名、父母70名の参加で実施された清掃奉仕活動は、アルペ
ン公園で開始式を行い、４班に分かれて地区内の清掃活動を実施しま
した。
その後、中央公民館で「バイキング形式の昼食」による親子交流会を
行いました。みんなお気に入りの料理を食べながら、和気あいあいと
交流を深めることができました。

～ 雫石中学校 地区PTA単位で多様な実践を展開 ～

（1）雫石地区

３つの班に分かれ、地区内のゴミ拾いをしました。
中学生になってからクラスや部活動が別々になり、なかなか話す機
会のなかった友だちとも楽しく交流することができました。
その後の親子ドッチビー大会では、親と子ども、親同士、子ども同士
の温かい関わりを無意識に感じ取らせる良い機会になりました。

（2）七ツ森地区

今年も竜川清掃や橋場小学校の花壇の草取りに取り組みました。
親子研修会では、「昔語りを聞く会」として、地域の講師を招いて行
いました。方言で語られる昔話は、笑いがあったり、しんみり聞き入っ
たりとても聞きごたえのあるものでした。
交流会では、ビンゴ大会や会食をして楽しみました。

（3）御明神地区

葛根田川河川清掃活動を行いました。ＮＰＯ法人リヴァーパークの
方々の協力のもと、川の両岸２班に分かれ、約２kmの清掃活動を実施
しました。
空き缶、ペットボトル、ビン類が主なゴミでしたが、中には建設廃材
や浴槽本体などの投棄もあり、自然環境を守るためモラルを親子で考
えさせられました。

（4）西山地区

雨模様の中、慰霊の森清掃を今年も中学校関係者、雫石町役場、全日
空労働組合の方々をあわせ、約180名で行いました。事故を知らない
子ども達にもこの活動を通して命の尊さや安全について伝えていきた
いと思います。
今年初めて企画したソフトバレーボール大会では、親も子も楽しく
取り組むことができ、充実した時間を過ごすことができました。

（5）御所地区

特 集特 集
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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（692‑6577）

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　　〜以下のことがらについて話し合われました〜
①教育振興運動実践交流会について
委　地域の方々が参加し、意見交換も行われ大変有
意義な交流会だったと思う。また、発表に子ども達
が携わることで活動の様子が伝わり良かった。今
後、全地域からもっと参加者が集まるような盛り
上がりがほしい。発表する団体はいろいろ苦心し
準備をしてきたと思う。発表がなくても一年間頑
張ってきた各実践区それぞれの活動内容を知って
頂きたい。地域の方々も、自分の地域の学校の活動
を知りたいだろう。町を挙げて頑張っているとい
うことを知らせてほしい。
また、「金銭教育」についての講演会も良かった。
これから実社会を生きていく子ども達にも聞かせ
たい話であった。
答　以前はＰＴＡの実践活動発表会という形で実施
しており、昨年からは町Ｐ連と教振準備会の共催
で開催しています。地域ぐるみでの教育振興運動
の取り組みとして地域の方々にも参加して頂いて
いますが、今後、さらに多くの地域の方々に参加し
て頂けるよう検討していきます。

②学校校種間連携について
委　保育所（園）・幼稚園・小学校の連携や特別支援
が必要な状況にあって必要な情報の共有はできて
いるか。秋田県では幼児期の検診から18歳の就学
が終わるまで市が支援をするところもある。難し
い部分があると思うが、連携をスムーズにできる
ようなシステムがほしいと思う。

答　円滑な接続が重要であるため、重点事業として
取り組んでいます。学校校種間の連携強化をねら
いとし、専任の教育相談員が就学前の子ども達の
様子を見たり相談を受けたりしているので、情報
量は前年度と格段の差があります。
また、必要に応じて、みたけ支援学校の専門員に
コーディネーターとして来て頂いて相談を行うな
どの取り組みを行っています。

委 委

答

答

・教育長の人事に関し議決を求めることについて　　　村上教育長が再任されました。

教育委員会定例会リポート（12月）

祝・表彰決定！！祝・表彰決定！！祝・表彰決定！！
①「岩手県学校歯科保健優良校」
学校・家庭・地域・学校歯科医との連携によ

り、年間を通じた特色ある歯科保健活動を行って
いるとして、平成21年度岩手県学校歯科保健優良
校に町内の小学校が表彰されました。
◎優秀校　　南畑小学校
◎優良校　　西根小学校

七ッ森小学校
◎努力校　　下長山小学校

②「岩手県環境衛生優良校」
学校環境衛生体制の確立と学校薬剤師との連携

による学校環境衛生の改善向上に長年努力し、そ
の整備が進められ優秀な成果を挙げたとして、こ
のたび橋場小学校が優良校に表彰されました。
◎優良校　　橋場小学校

上記表彰校は、１月８日（金）アイーナホールにて開催された

「第45回岩手県学校健康教育研究大会」において表彰されました。

おめでとうございます！！
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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
☆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

【日　時】①１月31日（日）
②２月１日（月）
①②ともに９：00〜12：00

【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】一回につき一人500円（別途箱代100円）
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】①②とも先着15名
【持　物】エプロン・三角巾
【申し込み】御所公民館へ１月27
日（水）までにお申し込み下さい。
（受付時間　平日８：30〜
17：00）

☆御所公民館　　おやつ作り教室☆
〜チョコレートケーキを作ろう！〜

【日　時】１月26日（火）、２月10日（水）、
２月24日（水）
いずれも18：30〜20：00

【場　所】御明神公民館　多目的ホール
【種　目】キンボール・ドッヂビー・

シャッフルボード・ターゲットバードゴルフ等
【講　師】雫石町体育指導委員
【対　象】町内在住または勤務の方

御明神体育会では、冬期間における運動不足の解消と健康な体づくりを目的として、軽スポーツ教室を開催
します。どなたでも気軽に楽しめる教室ですので、皆さんお誘い合わせの上ぜひご参加ください！

【受講料】無料
【持ち物】上履き（ズック等）、タオル、着替え等
【その他】実施種目については、各開催日の申込人数
に応じて決定しますので、ご了承ください。

【申し込み】御明神公民館へ各開催日の前日までにお
申し込み下さい。
（受付時間　平日８:30〜17:15）

☆ヘルシークッキング☆
【日　時】①２月21日（日）　②２月24日（水）

①②ともに10：00〜13：00
【場　所】中央公民館　調理実習室
【テーマ】①高血圧予防食　②血液サラサラ食

＊上記の他にお重料理一品
【講　師】町食生活改善推進員
【受講料】一回につき一人500円
【対　象】町内在住または勤務の方

＊男性の参加も歓迎します！
【定　員】①②ともに先着15人
【持 物】エプロン・三角巾
【申し込み】中央公民館へ２月８日（月）までにお申し
込みください。（受付時間　平日８：30〜17：15）
【託児室】ご希望の方は事前にお申し込みください。

☆御明神公民館　軽スポーツ教室☆

【日　時】３月７日（日）13：00開演
（開場　12：00）

【場　所】雫石町中央公民館　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

＊当日券は前売り券が残った場合のみ、
各500円増で販売します。
【入場前売り券取扱所】
中央公民館及び各地区公民館で１月20日（水）
から販売します！
良い席はお早めに！

☆第１８回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり☆
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各種スポーツ大会の結果報告！各種スポーツ大会の結果報告！各種スポーツ大会の結果報告！

○第６回御所地区ゲートボール大会　〜12月13日㈰
【優　勝】鴬宿Ａチーム
【準優勝】桝沢チーム
【第３位】大村チーム

○第４回雫石町民ゲートボール大会　〜11月29日㈰
行政区対抗の部
【優　勝】桝沢行政区
【準優勝】上町三行政区
【第３位】上町一二行政区

前回参加者アンケートより（前回作品は浅田次郎「角筈にて」）
・亡くなった父、母を思い出し、涙が出てきました。次回もぜひ来たいです。
・正直言って朗読で泣けるとは思っていませんでした。それだけ読み手のお二人が物語に入り込んでいる
のでしょうね…
・一人で何役もこなす熱演に感激しました。
・初めて参加しましたが、物語の世界が伝わってきてとても素晴らしかったです…
今回の朗読作品は・・・内海隆一郎　作　「冬日のなかで」・「部屋からの眺め」

山本文緒　　作　「もういちど夢を見よう」　
以上３編です。お楽しみに‼

☆雫石なんだり学級・朗読鑑賞編　〜朗読は…IBC岩手放送　大塚富夫さんと吉田瑞穂さん〜☆
【日　時】１月24日（日）14：00〜

（開場　13：30）
【場　所】中央公民館内　特設ステージ
【対　象】町内在住の方（中学生以上）、

または町内勤務の方
＊小学生以下は入場できません。

【定　員】先着80人
【鑑賞料】一般500円（中高生は無料）

＊鑑賞には、事前に申し込みが必要です。
【申し込み】１月22日（金）までに中央公民館へお申し込みください。（受付時間　平日８：30〜17：15）
【託児室】無料託児室を設置しますので、ご希望の方は、事前にお申し込み下さい。

＜大塚　富夫氏＞　 ＜吉田　瑞穂氏＞　

○平成21年度雫石町卓球選手権大会　兼　
第29回雫石町行政区対抗卓球大会〜12月23日㈬
行政区対抗の部
【優　勝】上春木場行政区
【準優勝】林行政区
【第３位】天川行政区　中町一行政区

ジュニアの部（中学生）
〈１年生男子〉
【第１位】松村　信吾
【第２位】上野　敬太

〈２年生男子〉
【第１位】山津田　啓太
【第２位】堂前　達哉
【第３位】坂本　翔栄　　澤口　健太

〈２年生女子〉
【第１位】佐々木　麗佳
【第２位】堂屋　綾香
【第３位】天瀬　綾香
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● 小説 ●
・ガールズ・ストーリー ……………あさの　あつこ
・下天を謀る（上・下） ………………安部　龍太郎
・ゼフィラム …………………………………楡　周平
・東と西　１ …………………いしい　しんじ　ほか
・深夜零時に鐘が鳴る …………………朝倉　かすみ
・冬の夢 ……………スコット・フィッツジェラルド
・ＳＯＳの猿 ……………………………伊坂　幸太郎
・生死刻々 ………………………………石原　慎太郎
・静人日記 …………………………………天童　荒太
・遥かなる水の音 …………………………村山　由佳
・犬はいつも足元にいて ……………………大森兄弟
・オヤジ・エイジ・ロックンロール ……浅田　次郎
・球体の蛇 …………………………………道尾　秀介
・木練柿 ………………………………あさの　あつこ
・円朝の女 ………………………………松井　今朝子
・プロフェッショナル ……ロバート・Ｂ・パーカー
・ラウィーニア ……アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン

● 一般書 ●
・それゆけ！おやじヘルパーズ ……………東田　勉
・今日よりよい明日はない ………………玉村　豊男
・女性泌尿器科医が教える自分で治す尿トラブル

…………………………関口　由紀
・家事の花道 ………………………………近藤　典子
・圧力鍋でつくる　おかずの感動レシピ 牛尾　理恵
・大阪づくし私の産声　２ ………………山崎　豊子
・老いてますます、おもろい人生 ………島田　洋七
・日露戦争を勝利に導いた奇跡の兄弟　秋山好古・真之

…………………………小野木　桂
・舛添メモ …………………………………舛添　要一
・わが夫　坂本龍馬 ………………………一坂　太郎
・介護うつ …………………………………清水　良子
・宇宙で過ごした137日 …………………若田　光一
・アシュリーが教えてくれたこと ……ロリー・ヘギ
・政権交代 …………………………………武田　一顯
・野球は人生そのものだ …………………長嶋　茂雄

● ヤング・児童書 ●
・こんな私が大嫌い！ …………………中村　うさぎ
・日本がもし100人の村だったら …………池上　彰
・富士山にのぼる …………………………石川　直樹
・クララ、いっしょに走ろう ……………今西　乃子
・へんしんクイズ …………………あきやま　ただし
・ひなたぼっこです …………………………高畠　純
・であえてほんとうによかった …………宮西　達也
・エルマーのとくべつな日 ……デビット・マッキー
・ローズと魔法の薬 ………………………岡田　晴恵
・コリアンダーと妖精の国 ……サリー・ガードナー
・のぼりくだりの・・・ ………………まど　みちお
・ミアの選択 ……………………ゲイル・フォアマン
・おめでとう〜たいせつなあなたへ…いとう えみこ

新着図書をご紹介！（11/21〜12/20受け入れ分　計99冊）

【日　時】１月23日（土）10時から
【会　場】中央公民館１階　特別会議室
【プログラム】
『半日村』…………………………斎藤　隆介　作
『おにの子　こづな』……………小暮　正夫 ぶん

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「しずくいしおはなし会」

【日　時】１月21日（木）10時30分から
【会　場】中央公民館２階　視聴覚室
【プログラム】
・えほん『ゆきのひのチムニーちゃん』
・かみしばい『11ぴきのねこ』
・パネルシアター『おおきなかぶ』
・こうさく『ふうせんではねつきをしよう』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「たんぽぽおはなし会」

＜１〜２月の休館日ご案内＞ 
【１月】18、25日　
【２月】１、8、11、15、22日

【問い合わせ】692-5959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://library.town.shizukuishi.iwate.jp 【問い合わせ】692-5959

当館で、皆さんからたくさんの予約リクエストが
あった作品です。
●１位→１Ｑ８４（BOOK1･BOOK2）村上　春樹
●３位→運命の人　4 ……………………山崎　豊子
●４位→運命の人 ２・３ ………………山崎　豊子
〃　→心霊探偵八雲　8 …………………神永　学
〃　→三匹のおっさん……………………有川　浩
現在もリクエスト多数のため、貸出をお待たせし

ている作品があります。ご了承ください。
また、少しでも多くの皆さんに読んでいただける

よう、返却予定日の厳守にご協力ください。

ベストリクエスト
発表�
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〜大村へき地保育所　編〜

次回は　御明神小学校　からの情報をお送りします。

『みんななかよし』 大村へき地保育所　森合　淳子

今、子どもたちは… シリーズ「輝」№56

色々な経験、体験が子どもたちを成長させていま
す。今年は、大村小学校と共通テーマを設け「早寝、
早起き、朝ごはん」に取り組んでいます。初めは苦戦
していた子も今ではテーマを守れるようになって来
ているようです。
保育所では、運動会、みこしかつぎ、発表会、みづ
きだんご作り等の行事の際は、保護者や地域の皆様
方のご協力に支えられ盛大に行われています。
“感動する心、共感しあえる心”を大切にし、子ども

たち一人ひとりを見守り今後も保育していきたいと
思います。

【問い合わせ】 岩手県立博物館（TEL：661‑2831）

保育所は、男助山、女助山がそびえ立ち、近くには
川が流れ自然の変化が四季を通して感じられる環境
の中にあり、２歳から５歳の子どもたち７名が仲良
く過ごしています。「色々な経験を通して共感し合え
る子ども」「自然や美しいものに感動する子ども」を
保育目標に掲げ、子どもたちは一緒に遊び、集団生活
の中で学び育ちあっています。
保育所生活の中では、５歳の子が良い手本となり、
戸外や室内でのごっこ遊びなどの際にはリーダーに
なってわかりやすくルールを説明したり、時には絵
本を読んであげたりする姿が見受けられます。その
様子を間近で見ている子どもたちは、次は自分が、と
いう気持ちが芽生えているようです。

町の歴史文化を知ろう！ 〜歴史民俗資料館情報 【問い合わせ】692-3942

12月19日から２月28日までの予定で開催されている特別展に、資料館の収蔵資料が展示されています。
旅日記である「道中記」や、旅の間に使った「印籠」、「矢立」。そして明治時代の網張温泉を絵図にしたもの
など、当時の雫石の人々と「旅」のつながりが感じられる貴重な資料です。この機会にぜひ県立博物館を訪れ
てみませんか。

これまで紙台帳で管理していた資料館の収蔵・展
示資料ですが、このたび国の緊急雇用対策事業を導
入してデータベースの作成を行うこととし、12月か
ら事業を進めています。
本館展示室から収蔵庫・南部曲り屋・旧剣道場の

順序で写真撮影や計測、入力作業を行っていきます。
事業は３月末までを予定しており、見学に若干のご
不便をおかけする場合がありますが、ご了承くださ
い。

町民の皆さん、厳寒の資料館にもぜひ来館を‼

トピックス①

トピックス② トピックス③

資料館収蔵資料　県立博物館で展示中！ 〜テーマ展「旅の記憶 〜江戸時代から現代まで」開催中

収蔵資料のデータベース作成中！ 〜12月までの入館者数情報〜

町内
町外 その他 計

児童生徒 一般

32 205 1,890 273 2,400
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〜村を愛するひたむきな心が ついに侍を動かした！

広報「教育しずくいし」２月号は ２月10日（水）発行です。

2009年もあっという間でしたね。個人的にはマイケル・ジャク
ソンさんが亡くなったのが一番の衝撃でした。今でも信じたくない
ですが…天国では安らかな日々であるよう祈っています。純粋な人
が生きにくい世の中にはしたくないものです。（A）

毎年のことながら、あっという間に過ぎ去った2009年。「災害は
忘れたころにやってくる」とは言いますが、この年末、まさに忘れて
いた「石」が３年ぶりに体の中で大暴れ！激痛におびえながら過ごす
2010年の初頭なのです…。（Yasu）

� あとがき �

【日　時】２月14日（日）
●午前の部　10：30開演（開場10：00）
●午後の部　15：30開演（開場15：00）

【場　所】雫石町中央公民館　野菊ホール
【入場料】S席1,200円（当日1,500円）

A席1,000円（当日1,200円）
B席　500円（当日　800円）

【入場前売り券取扱所】
・中央公民館
・各地区公民館
・村上写真館（692‑2277）
・JA新いわて役場出張所（692‑5137）

にて発売中！
本番に向けて、稽古にも熱が入ります！

第7回雫石町民劇場　「村に返った  亀甲織」第7回雫石町民劇場　「村に返った  亀甲織」

子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜
11月30日、町内長山在住の菅原史也さんが、町内小中学校11校に「空のなみだ」と「わたしのいると
ころ」という本を寄贈してくださいました。
菅原さんは「雫石の子ども達に是非読んでもらいたい。思いやりの心を育んでほしい」と話されていま
した。思いを伝えるべく、早速それぞれの学校へ本を送らせて頂きました。
ありがとうございました。

� １月〜２月の主な行事予定 �
【２月】
６㈯   雫石町民スキー大会（アルペン競技）
７㈰   第23回雫石町民音楽祭
14㈰   第７回雫石町民劇場
26㈮   教育委員会議　

【１月】
14㈭   大村小始業式
16㈯〜17㈰　第19回小中学生バレーボール雫石交流大会
17㈰   平成22年雫石町裸参り

   2010ニューイヤー女性フェスタ
18㈪   小学校始業式（七ツ森・御明神・橋場）
19㈫   町内小中学校始業式

            （雫石・南畑・安庭・雫石中）
20㈬   小学校始業式(上長山・下長山・西根)
23㈯   雫石高校雪上運動会
27㈬   教育委員会議
30㈯   雫石町民スキー大会（クロスカントリー競技）

教育・文化関連イベント情報！教育に関する「声」！
社会教育課内・

広報「教育しずくいし」編集局（692-6590）へ！

子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜子ども達への贈り物〜町内小中学校に本の寄贈〜
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