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①第46回雫石町総合芸術祭　　～ 11月２日～４日①第①第①第

いもうとに　よんであげたよ　すきな本 （圓子　響
ひびき

　七ツ森小 3年）
平成21年度家読標語コンクール　入選作品　

　日頃の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、今年も雫石町総合芸術祭が中
央公民館を会場として３日間開催されました。
　絵画・書道・手工芸などを中心とする展示部門には、
151人が出展、県芸術祭入選作品の特別展と合わせ、大
会議室とロビーには数多くの力作が並びました。
　野菊ホールロビーでは、雫石町菊花会のメンバー 12
人が丹精込めて育てた菊花が華やかに並び、２階には小
中学校作品が展示されました。
　今年初めて２日間の開催とした、ピアノ・コーラスな
どの舞台発表には合計147人が出演し、日頃の成果を十
分に披露しました。

　期間中に平日が２日という日程にも関わらず、３日間で1,000人を超える来場者が訪れ、雫石の芸術と文化を
満喫しました。

【日　時】平成23年１月９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】平成２年４月２日～平成３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17年
度雫石中学校卒業生

＊対象者には11月末に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、不明な点があり
ましたら社会教育課（692-6590）までお問い合わせください。

文化芸術に親しむ秋！

祝 新成人　平成23年雫石町成人式 挙行！
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特 集 ～学校も家庭も地域も、共に子育てを考えよう！
～平成22年度雫石町教育振興運動実践交流会を開催します～
　 1月22日（土）、野菊ホールを会場として雫石町教育振興運動実践交流会が開催されます。
雫石町教育振興運動推進協議会の主催で、町内３実践区からの実践報告や地域づくりの講
演会を主な内容として準備中です。

　今回の交流会は、【みんなで教育振興運動を】を合言葉に、新たに組織された協議会が町内16実践区に呼びかけ、
お互いの実践を交流する場として開催します。町の子育てを、「学校・家庭・地域・行政」のみんなで一緒に考え合
う場です。
　町民の皆さん方が多数参加されることを期待しております。

　本実践区では、共通課題の「読書大好き雫石っ子の取
り組みとともに、独自課題として「ふるさと西根から学
ぶ」をテーマに４つの具体的な取り組みを進めています。
　その中でも長く続けているのが「アチャン師に学ぶ助
け合い」と「わたしたちの西根さんさ」の活動です。
　「アチャン師に学ぶ助け合い」は、先輩であるタイの
高僧アチャン・カベサコ師の活動に協賛し、学区の全家
庭に協力を呼びかけて、資源回収のボランティア活動を
行い、益金をタイの奨学基金に送金する活動です。
　「わたしたちの西根さんさ」は、地域の宝「西根さんさ」
を西根地区の名人さん達から学び、運動会、敬老会等で
披露しながら守り伝えていく活動です。教育振興運動実
践交流会当日は、アトラクションとして「西根さんさ」
を披露させていただきます。

　七ツ森小学校実践区では、読書活動推進に向けて行っ
てきた「七ツ森小子ども読書の日」の取り組み、朝読書
の実施、読み聞かせボランティアの活用、夏休み家読カー
ドの取り組み、親子夕読み活動、読書アンケート、読書
推進のための啓発活動、講演会の実施など、今年度行っ
てきた様々な活動について発表します。
　取り組み全体の成果は数的には把握してはいません
が、読書が苦手だと答える子どもでも読み聞かせは大好
きで、「読み聞かせ」により、本に親しみを持っている
ということが分かりました。
　読書が苦手な子を本好きにするには、読み聞かせの効
果はとても大きいと思われます。

【日　時】平成23年 1 月22日（土）13：00 ～ 16：00
【場　所】中央公民館野菊ホール
【内　容】
☆開会行事・・・13：00 ～　平成22年度家読標語コンクールの表彰も行います。
☆教育振興運動活動発表・・・13：25頃～　今回は西根小実践区による「さんさ踊り」の発表を行います。
☆３実践区からの実践発表・・13：40頃～　西根小・七ツ森小・雫石高校実践区から、それぞれ12分程度で実
践活動を報告し、感想発表や意見交流もあります。

☆ 平成22年度雫石町教育振興運動実践交流会 ☆

♪ ３実践区の実践活動紹介 ♪

西根小実践区

七ツ森小実践区
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教育振興運動に関する問い合わせ　社会教育課（692-6590）

　「読書活動の推進」のために今年度は「図書館の整備・
充実」を重点に活動しています。
　６月５日（土）、９月29日（水）の２回にわたって、「図書
室の環境整備を推進すると共に、読書活動の活性化を図る
こと」を目標に、生徒・保護者・教職員の交流を深めまし
た。今年度取り組んだ活動「図書館整備」を中心に発表し
ます。これからも「活き活きした図書館」を目指し活動し
ていきます。

　地元学で雫石町でも指導して下さった船越昭治先生。地域のよさを再発見し、それをみんなが共有して地域を
活性化しようと発信しています。
　今回は、「雫石に生きる大人として子ども達に何を伝えるか」という視点からお話しして頂きます。
☆閉会行事・・・15：50頃～

～家読におすすめ〈12月のテーマ「♪もういくつ寝ると…」〉　町では『家読』に取り組んでいます～
　今年の冬は寒いのでしょうか？北国の冬は雪との出会い、楽しさも厳しさも…。年越しからお正月、季節を感
じる絵本を集めてみました。昔のお正月ってどんなだったか、語り合いながら一緒に読んでみて下さい。

　お正月は家族そろっての団らんが
できます、たこあげや福わらい、お
手玉やすごろく、羽つきにこま回
し…。さあ、おじいちゃんもおばあ
ちゃんもお父さんもお母さんも家族
そろってカルタ取りなどやってみま
せんか？

　小正月の晩にやってくるなまはげ
も、新年に訪れる新しい神々と想像
されます。新たな年を迎え、身に染
み付いた怠け心を剥ぎ落とすしきた
りとして、同じような風習は全国に
広がっています。

　子・丑・寅・卯・辰・巳・午・
未・申・酉・戌・亥の十二支、その
由来を絵本にしました。動物達の習
性を踏まえてのお話は面白く、読ん
で「なるほど…」と思ってしまいます。

☆たこたこ　あがれ
（熊谷　元一／作）　　福音館書店

☆なまはげ正月
　（さねとう　あきら／文
　いしくら　きんじ／絵）　国土社

☆十二支のはじまり
　（岩崎　京子／文
　二俣　英五郎／画）　教育画劇

乳幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

☆船越昭治氏（岩手大学名誉教授）の講演会・・・14:50頃～

みんなで一緒に雫石っ子の未来について考えましょう。

 教育委員会定例会リポート（11月臨時会・定例会）
―その１　決定事項編―

１．雫石町教育委員会委員の辞職に関し同意を求めることについて（11月臨時会）
　　※議案承認により、村上功教育長が退任されました。
２．委員長職務代理者の指定について（11月定例会）　※議案承認により、佐々木委員が再任されました。

―その２　質疑応答編―
・学校の適正配置について
委　複式の授業を参観する機会があった。半分の時
間しか授業を受けられないという実態に疑問と不
安を感じた。子ども達はよく頑張っていたが、複
式はやむを得ない措置であり、「学力向上」や「生
きる力」を育むためにも、１学年に１学級は欲しい。

答　複式の場合、１時間の授業が半分ずつとなる反
面、自主学習が定着するという考え方もあります。
複数クラスの場合にも利点はありますので、適正
な規模、子どもにとって一番良い教育環境はどう
あるべきかを検討して参ります。

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）

委委　委 答　答

雫石高校実践区
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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

手作りクラブ　冬休み編　粘土で干支人形をつくろう！
　平成23年の干支「うさぎ」を作ります！
【講　師】中村鈴呼さん
【対象・定員】町内の小学生・各日先着20人
【受講料】一人500円
【場　所】中央公民館
【日　時】
①１月５日（水）10：00～12：00　★送迎バスＡ
②１月５日（水）13：30～15：30　★送迎バスＢ
③１月６日（木）10：00～12：00　★送迎バスＣ
④１月６日（木）13：30～15：30　★送迎バスＡ
⑤１月７日（金）10：00～12：00　★送迎バスＢ
⑥１月７日（金）午後の部は定員に達しました。

【注　意】送迎バスの利用は、事前に申し込みが必
要です。発着時間は中央公民館にお問い合わせく
ださい。
＊各自で来られる方は、どの回でも参加可能です。
【申し込み】12月22日（水）までに中央公民館へお申
し込みください（受付・平日8：30～17：15）。

★送迎バスＡ
★送迎バスＢ
★送迎バスＣ
★送迎バスＡ
★送迎バスＢ

〈手作りクラブ冬休み編　送迎バス運行経路〉
【送迎バスＡ】大村小、南畑小、御所公民館、
 歴史民俗資料館
【送迎バスＢ】上長山小、西山公民館、下長山小、
七ツ森丸谷地公民館、東町公民館
【送迎バスＣ】橋場小、御明神公民館、西根小

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　午前の部》 《８期　午前の部・夜間の部》

【期　　　日】 平成23年１月11日（火）開講３月15日（火）まで毎週火曜・全10回
平成23年１月13日（木）開講
３月17日（木）まで毎週木曜・全10回

【時　　　間】 10：00～11：30 ①午前の部：10：00～11：30
②夜間の部：19：00～20：30

【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（施設使用料・保険料含む）

【申 し 込 み】 12月17日（金）８：30から受付を開始します（～24日（金））。
町営体育館へ電話でお申し込みください。

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】 平成23年１月11日（火）開講３月15日（火）まで毎週火曜・全10回
平成23年１月13日（木）開講
３月17日（木）まで毎週木曜・全10回

【時　　　間】 16：30～18：00
【場　　　所】 町営体育館

【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・バスケットボールなど）
【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】 12月17日（金）８：30から受付を開始します（～24日（金））。
町営体育館へ電話でお申し込みください。

☆平成22年度　雫石町民・筋力アップ＆体力向上教室　7期・8期☆

☆平成22年度雫石町ジュニア・アスレティック教室　６期・７期☆
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☆健闘雫中生　女子バレー優勝！
①県中学校新人体育大会（後期）　～ 11月20日～21日
〔バレーボール男子〕第３位
〔バレーボール女子〕優勝（２年連続７度目の快挙）
〔バドミントン男子個人〕
　シングルス　第３位　原　優助選手
〔バドミントン女子団体〕第３位
〔バドミントン女子個人〕
　ダブルス　　第３位　佐山・平渡組
②第36回雫石町内継走大会　～ 11月６日（土）
≪一般男子の部≫
【優　勝】盛岡工業高校Ｃ
【準優勝】盛岡工業高校Ａ
【第３位】盛岡工業高校Ｂ
≪一般女子の部≫
【優　勝】京都　おまん　【準優勝】盛岡走友会
≪一般混成の部≫
【優　勝】滝沢村陸上競技協会
【準優勝】ニイタカヤマハシレ
【第３位】雫石体育会
≪中学校男子の部≫
【優　勝】滝沢中学校Ａ
【準優勝】雫石中学校駅伝部
【第３位】滝沢中学校Ｂ
≪中学校女子の部≫
【優　勝】滝沢中学校Ａ
【準優勝】岩手大学教育学部付属中学校
【第３位】雫石中学校駅伝部

『雫石町の部』
≪一般男子の部≫【優　勝】御明神体育会
　　　　　　　　 【準優勝】雫石スキー部クロカン
　　　　　　　　 【第３位】雫石高校野球部
≪一般女子の部≫【優　勝】京都おまん
≪一般混成の部≫【優　勝】雫石体育会

③御所地区卓球・綱引き大会　～ 11月14日（日）
≪卓球の部≫
【優　勝】矢櫃・九十九沢・町場行政区合同チーム
【準優勝】大村行政区　【第３位】赤滝行政区
≪綱引きの部≫
【優　勝】大村行政区
【準優勝】矢櫃・九十九沢・町場行政区合同チーム
【第３位】桝沢行政区
④雫石町民ゲートボール大会　～ 11月21日（日）
【優　勝】桝沢行政区
【準優勝】七ッ森・丸谷地行政区
【第３位】上町一・二行政区

雫石公民館　パソコン教室

● 12月～ 1月中旬の行事予定 ●

☆年末年始の施設休館予定日情報☆

【12月】
13㈪ 今後の県立高校に関する出前懇談会
21㈫ 大村小学校終業式
22㈬ 小学校終業式（西根・橋場）
24㈮ 教育委員会議・中学校終業式

小学校（西根・橋場以外）終業式
【 1月】
5 ㈬ 中学校国際交流海外派遣団出発（～14日）
9㈰ 平成23年雫石町成人式
13㈭ 町教育研究発表会
14㈮ 大村小始業式
17㈪ 中学校始業式
18㈫ 小学校始業式（下長山・西根・御明神）
19㈬ 小学校始業式
 （雫石・七ツ森・上長山・橋場・南畑・安庭）

[歴史民俗資料館] 12月28日（火）～１月４日（火）
[勤労青少年ホーム] 12月29日（水）～１月３日（月）
[町営体育館・屋内ゲートボール場]
 12月29日（水）～１月３日（月）
[県営屋内温水プール] 12月31日（金）・１月１日（土）
[ケッパレランド] 12月31日（金）～１月２日（日）

＊詳しくは各施設にお問い合わせください。

【期　日】１月27日（木）～２月28日（月）
　　　 　毎週月・木曜（全10回）
【時　間】19：00 ～ 21：00
【場　所】雫石公民館
【内　容】Microsoft Excel初級（Offi  ce2007使用）
【講　師】高嶋　一秀さん
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着12人
【受講料】1,000円（テキスト代別途・1,300円程度）

【申し込み】雫石公民館へ12月
20日（月）～22日（水）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】無料託児室を準備で
きます。ご希望の方は、お申
し込み時にご相談ください。

[各種スポーツ大会結果報告！]
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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 ://library.town.shizukuishi.iwate.jp 【問い合わせ】692-5959

幼児対象「たんぽぽおはなし会」スペシャル！ 小学生以上対象「しずくいしおはなし会」

【日　時】12月16日(木)10時30分
【会　場】中央公民館２階　視聴覚室
【プログラム】
・えほん『まこちゃんのおたんじょうび』 ほか
・かみしばい『すてきなおままごと』
・パネルシアター『カラスとキツネ』
・こうさく『クリスマスのポシェットをつくろう』
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】12月25日(土)10時
【会　場】中央公民館１階　特別会議室
【プログラム】
・『じゅうにしものがたり』 ……… せがわ　やすお 作
・『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！

新着図書をご紹介！（10/21 ～ 11/20受け入れ分　計102冊）

・ラスト★ショット……ジョン・ファインスタイン
・おコン草子………………………………齊藤　飛鳥
・タブスおばさんと三匹のおはなし
　　　　　　　　…………ヒュー・ロフティリング
・熱気球はじめてものがたり
　　　　　　　　……マージョリー・プライスマン
・13歳のシーズン……………………あさの　あつこ

・ローズと魔法の地図……………………岡田　晴恵
・音楽室の日曜日………………………村上　しいこ
・行事のおはなし12 ヶ月 ………………左近　蘭子
・おきゃく、おことわり？………ボニー・ベッカー
・それほんとう？…………………………松岡　享子
・クリスタル・エッジ～目指せ４回転～…風野　潮
・折り紙でたくさんの笑顔を……………田島　栄次

● ヤング・児童書 ●

〈12～ 1月の休館日ご案内〉【12月】13、20、23、27、29～31日　【1月】1～3、10、17、24、31日

本のこうかん広場　またまた開催！　詳しくは１月号で…乞うご期待♪

● 一般書 ●

● 小説 ●

・ＳＰのお仕事……………………………チームＳＰ
・Ｑ＆Ａ環境問題50
　  …… 三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部
・洋子、やっぱりいってしまったのか…長門　裕之
・中国はなぜ「軍拡」「膨張」「恫喝」をやめないのか
　　　　　　　　………………… 櫻井　よしこ 他
・作ってあげたい赤ちゃんニット………渡部　サト
・坂の下の湖………………………………石田　衣良

・親を長生きさせる31のこと……………松山　公啓
・いつもの味がランクアップ！新料理のコツ
　　　　　　　　……………………………脇　雅世
・親が死ぬまでにしたい55のこと・涙
　　　　　　　　…………………親孝行実行委員会
・30歳から伸びる女、30歳で止まる女
　　　　　　　　………………………有川　真由美
・手編み大好き！’10－’11 ……… 実業之日本社 編

・マボロシの鳥………………………………太田　光
・御師弥五郎………………………………西條　奈加
・還暦探偵…………………………………藤田　宜永
・ａｔ Ｈｏｍｅ …………………………本多　孝好
・木暮荘物語……………………………三浦　しをん
・ロードサイド・クロス …ジェフリー・ディーヴァー
・ＹＯＵ！………………………………五十嵐　貴久
・ラプソディ・イン・ラブ………………小路　幸也
・恋の手本となりにけり………………永井　紗耶子

・それでも僕は結婚したい………………細川　茂樹
・夏目家順路……………………………朝倉　かすみ
・ツリーハウス……………………………角田　光代
・オルゴォル………………………………朱川　湊人
・チア男子！！ ……………………………浅井　リョウ
・神様のカルテ ２ ………………………夏川　草介
・チーズと塩と豆と……………… 角田　光代 ほか
・殺す手紙……………………………ポール・アルテ
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№67 雫石中学校　編～

次回は雫石小学校からの情報をお送りします。

「雫魂検定」で学力向上！ 雫石中学校　副校長　大倉　徹

　今年度、本校では朝学習時間を使って漢字と英単語の
ドリルに取り組んでいます。そして、月に一度「雫魂検
定」とよんでいる検定試験を行い、その成果を確かめて
います。「雫魂検定」では、満点合格者や合格者（９割
以上正解）、学級がんばり賞（学級で７割以上合格）で
個人や学級を表彰しています。全学年同じ問題に取り組
んでいるので３年生が有利なようにもみえますが、１・
２年生も毎回大健闘をし、先輩を超える勢いです。徐々
に難易度も高くなっていきますが、学級でお互いに励ま
し合いながら毎日がんばっています。

　11月４日に本校で、小学生体験入学を実施しました。
町内10校から集まった６年生が４つの学級に分かれ、中
学校教師による数学と英語の模擬授業を体験しました。
教室も先生も周りの友だちもいつもとは違う環境でした
が、みんな集中して授業を受けていました。その後、体
育館で３学年が合唱と応援を披露しました。
　「授業がおもしろかった」「合唱に感動した」「迫力の
ある応援だった」など中学校の生活に興味をもっても
らった感想が多くありました。４月になって元気に登校
してくる新入生を心待ちにしています。

11月25日七ツ森小　団子づくり

11月30日雫石小　５人６脚

　７月に開催された第１回に続く、第２回小小連携交流会が、七ツ
森・雫石両小学校を会場として開催されました。
　11月25日、七ツ森小学校では、七ツ森・下長山・南畑・橋場の４
校の６年生30人が１クラスとなり、家庭科の授業で団子づくり、体
育の授業で「ぞうきんリレー」や「シュートボールゲーム」をしな
がら、楽しい一日を過ごしました。
　11月30日、雫石小学校では、雫石・御明神・安庭・西根・上長山・
大村の６校122人で４クラス編制の交流会となりました。すでにお
互いの名前や顔を大体覚えている状態からのスタートということも
あり、前回以上に早くお互いが話せるようになっていました。
　交流会に参加頂いた中学校の先生が、「がんばれる人になって中
学校に来てください。」「中学校は人間として成長するところです。
勉強が楽しくないと中学校生活は楽しくなりません。小学校での勉
強をしっかりしておいてください。」と、中学生としての心構えを
話してくれました。
　前回以上に他校の仲間との思い出をたくさん作り、第２回小小連
携交流会は終わりました。
　これから４ヶ月、６年生は雫中生になる準備期間という意識を
もって、学習に生活に取り組んでいきます。その気持ちの高まりが
感じられた小小連携交流会でした。

他校の児童と楽しい一日　
～第２回小小連携交流会開催（七ッ森・雫石小学校）
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広報「教育しずくいし」１月号は　 1月13日（木）発行です。

● あとがき ●
　今年も芸能祭が終わり、改めて雫石に残る民俗芸能の素晴らしさ
を感じました。なくなってから文化の大切さに気づくのではもった
いない。今あることに安心せず、この先どう伝えていくかを考える
ことが大切だと思いました。（A）

　気付けばもう師走。そして間もなくやってくる年越し。年々、1
年が過ぎるのが早くなっているような気がします。それにしても、
今思えば学生時代の冬休み、長かったなあ…。学生のみなさん！休
みは有効に使いましょうね！（Yasu）

☆雫石第九 1000人コンサート☆
雫石町民音楽祭　四半世紀記念

　雫石第九合唱団は、しずくいし混声合唱団員を中心
に、一昨年秋に町内外からメンバーを公募して結成さ
れました。町民音楽祭の活動開始から四半世紀を迎え
ようとしている平成23年に新たな一歩を記し、ベー
トーヴェン作曲の交響曲第九番～合唱付～」を演奏し
ます。
　☆第一部…雫石町民音楽祭演奏交流
　☆第二部…ベートーヴェン交響曲第九番
　　　　　　二短調「合唱付」作品125
【日　時】２月６日（日）
　　　　 13：00開演（12：30開場）
【場　所】雫石町中央公民館・野菊ホール
【入場料】全席自由
　　　　 前売/大人1,000円（当日1,500円）
　　　　 前売/中・高生500円（当日800円）
　　　　 ＊小学生無料　＊無料託児室を設置します。
【入場前売券取扱場所】中央公民館・各地区公民館・
川徳・アネックス川徳

【販売開始日】12月15日（水）
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

②第53回雫石町無形文化財芸能祭　　～ 11月23日
　町の民俗芸能の祭典、第53回の芸能祭が11月23日に開
催されました。今年は、21団体およそ440人が出演し、
35演目の民俗芸能が一斉に披露され、町内外からの多く
の来場者で賑わいました。
　今年、晴れて町の指定文化財となった雫石よしゃれの
ほか、恒例のさんさ踊り・神楽・田植踊・念仏剣舞・人
形芝居が絶え間なく演じられました。また、小学校５校
による太鼓やソーラン、雫石高校郷土芸能委員会による
よしゃれ・上駒木野参差踊が出演し、雫石の民俗芸能の
豊富さとレベルの高さを実感できる１日となりました。

文化芸術に親しむ秋！

☆平成23年雫石町裸参り　1月23日（日）挙行！☆
　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。腰みの、横綱、お守り
などの装束を身につけに、三社座神社からおよそ2時
間かけて永昌寺（下寺）までのおよそ1.2 kmをゆっ
くりと歩く、雫石の裸参り。現在、祈願者を募集して
います！
【問い合わせ】実行委員会事務局　古舘謙太郎まで
（TEL：090-5831-7933）

～ケッパレランドからのお知らせ～
　12月20日まで冬期間に向けた場内整備を行っています。冬季営業開始は12月21日（火）を予定していますが、
積雪等の状況により変更となる場合があります。
【問い合わせ】町営体育館（692-5030）・ケッパレランド（695-2211）

毎年恒例　民謡・民舞の祭典！
☆第19回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり☆

【日　時】3月6日（日）
　　　　 12：00開演（11：00開場）
【場　所】中央公民館　野菊ホール
【入場料】全席指定（当日券は500円増）
　 Ｓ席2,000円　Ａ席1,500円　Ｂ席1,000円
【前売券】中央公民館及び各地区公民館で、
　　 1月20日（木）から販売開始！
良い席はお早めに！
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）
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