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その他、こんなことがありました…
〔４日〕町OB野球大会開催。〔11日〕町壮年男子ソフトボール中央大会・ふれあいジョイフル・スローピッチ
ソフトボール大会開催。〔24日～25日〕棗杯交流大会開催。〔25日〕第36回町混合バレーボール中央大会開催。

　町総合運動公園を会場に岩手地区中学校駅伝競走大会が行われ、雫
石中学校が男女アベック優勝を果たしました。
　雫石中学校応援団の応援のもと、男子は２連覇、女子は３連覇を達
成しました。

○大会結果　（敬称略）
〈男子〉　優勝　雫石中学校Ａチーム
（高橋優斗、横欠秀斗、下又奎人、杉田真英、鷲見太一、柿木奎又）
〈女子〉　優勝　雫石中学校Ａチーム
（長坂桜花、杉田侑愛、坂井優香、鷲津永子、小田綺花）

　花巻市で開催された第31回岩手県中学校駅伝で、雫石中学校男子が見事優勝し、11月５日に宮城県で開催の東北大
会、12月８日に滋賀県で開催の全国大会への出場が決定しました。女子も４位と健闘しました！
○大会結果（敬称略）
【男子】優勝　　雫石中学校（杉田真英、鷲見太一、高橋優斗、若林夢希、柿木奎又、横欠秀斗）
【女子】第４位　雫石中学校（長坂桜花、鷲津加子、杉田侑愛、坂井優香、小田綺花）

　下長山小学校を会場に、上長山・下長山・西根小学校（３校合同）による「世界
遺産『平泉』出前授業」が盛岡教育事務所主催のもと行われました。この教室では、
世界遺産「平泉の文化遺産」クイズや、世界遺産の種類、「平泉」の歴史などをス
ライドを見ながら学び、９月下旬の３校合同修学旅行に向けての勉強会に、また郷
土への誇りを持つ時間となりました。

〔９月５日〕世界遺産「平泉」出前授業が行われました！

〔９月１６日〕上和野馬頭観世音堂　国登録有形文化財登録証等伝達式

〔９月２１日〕滴石史談会が岩手県教育表彰（事績顕著者）を受賞！

できごと紹介　2016.９月

　８月１日付で国登録有形文化財となった上和野馬頭観世音堂本堂およ
び旧堂の登録証等伝達式が９月16日に行われました。
　所有者である宗教法人上和野馬頭観世音から、代表の岩持斗季子さん
（写真右から２人目）をはじめ４名が出席し、上野宏教育委員会委員長
から登録証およびプレートを受け取りました。
　町内に所在の国登録有形文化財は、平成８年に登録となった小岩井農
場本部事務所をはじめとする農場内の建造物９件と合わせ、合計11件と
なりました。

　岩手県民会館で開催された「いわて教育の日のつどい」で、当町の滴石史
談会が、学術文化分野での事績顕著者として岩手県教育表彰を受賞しました。
　滴石史談会は、雫石の史学一般、特に郷土史の研究とその発展を図ること
を目的として昭和41年に設立され、設立以来、郷土史の研究に取り組み、特
に近年は郷土史教室や少年少女歴史教室、近隣史談会との交流活動など、充
実した活動に取り組んでいます。
　９月27日（火）、受賞報告のため大村会長はじめ３人が吉川教育長を表敬訪
問しました。

〔９月２日〕雫石中学校駅伝チーム　２年連続男女アベック優勝！　第17回岩手地区中学校駅伝競走大会

＊〔９月27日〕おめでとう！第31回岩手県中学校駅伝で雫石中男子２連覇　全国・東北大会出場決定！

（写真左から）関事務局長、新里副会長、
大村会長、吉川教育長
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サミット来場者を町民みんなで歓迎しましょう！　【問い合わせ】　生涯学習課（692‒4181）
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いよいよ来月開催 ！　第４回戸沢サミットin雫石
しずくいしの教育

特 集

事前申込不要・どなたでも自由に観覧できます 要事前申込　10月28日（金）締切

［戸沢サミット］ ［サミット歓迎レセプション］
【日　時】平成28年11月23日（水・祝）
　　　　　 13：00～14：00
【場　所】雫石町中央公民館野菊ホール
　　　 　＊入場無料・自由席（一部指定あり）
【内　容】
13：00）開会・サミット開催記念アトラクション
　　　　主催者挨拶・来賓挨拶・参加自治体挨拶
13：35）基調講演
　　　　演題「戸沢氏発祥の頃の雫石」（仮）
　　　　講師　細川久美氏（郷土史家・雫石町出身）
13：55）開催旗引継・次期開催地挨拶
14：00）閉会　　 14：15から芸能祭・午後の部公演！

【日　時】平成28年11月23日（水・祝）
　 　　　　17：30～19：30（受付16：30～）
【場　所】ホテル森の風鴬宿
【参加費】6,000円（宿泊の場合13,000円）
　　　　 ＊当日申し受けます。
【内　容】
　17：30）開会・アトラクション
　　　　　主催者挨拶・来賓挨拶・来賓紹介
　18：00）乾杯・参加自治体紹介・懇談
　19：30）閉会
【定　員】150人
【申　込】10月28日（金）までに生涯学習課へ
（692-4181（中央公民館）。平日8：30～17：15）

第４回戸沢サミットin雫石

第４回戸沢サミットin雫石　参加自治体と戸沢氏の関わり紹介

茨城県高萩市（第１回サミット開催地）
　茨城県の北東部に位置し、東は太平洋、西は多賀
山地が連なり、海と山の自然に恵まれたまちです。
　戸沢政盛（1585‒1648）18歳の時、慶長７（1602）
年に、徳川家康から約４万石を与えられ、中世の山
城であった竜子山城を松岡城に築き上げ慶長11年に
入城し、約20年間この地を治めました。

山形県新庄市（第２回サミット開催地）
　山形県の北部・最上地方の中心市です。鉄道・国
道が交差することから「東北の十字路」と呼ばれ、
交通の要衝となりました。
　元和８（1622）年、戸沢政盛38歳の年、出羽地方の
大名統制強化のため、最上郡真室城に入城。その３
年後に新庄藩主となり藩政の確立に尽力しました。

秋田県仙北市（第３回サミット開催地）
　秋田県の東部中央に位置し、雫石町と接していま
す。日本一の水深を誇る田沢湖や、みちのくの小京
都と呼ばれる角館の武家屋敷が有名です。
　1206年、戸沢氏２代兼盛が雫石から移り住んでか
ら、1602年21代政盛が常陸に移るまで、戸沢氏が20
代400年にわたり仙北地域一帯を治めました。

茨城県小美玉市（次回第５回サミット開催地）
　茨城県のほぼ中央に位置し、東京から約80㎞の
距離にあり、平坦で市街地のほかに集落が広く分散
しているのが特徴です。
　徳川家康が江戸幕府を開いた慶長８（1603）年、戸
沢政盛19歳のときに小川地方（現在の小美玉市）の
小川城に入城、居城しました。

こんなイベントです！

サミット当日、雫石に参集するのはこの４市！

　江戸時代に新庄藩（現在の山形県新庄市とその周辺）を治めた戸沢氏は、家伝によれば、12世紀の後半、桓武平氏（か
んむへいし）の流れをくむ平衡盛（たいらのひらもり）が雫石の戸沢に土着した際に、その地名をとって名乗ったの
が始まりとされます。
　戸沢氏の発祥から800年余り………。
　今年、戸沢家当主、そして本町を含め戸沢氏にゆかりのある５市町の首長及び関係者が一堂に会し、第４回戸沢サ
ミットin雫石をいよいよ11月23日（水・祝）に開催します！
　サミットの前後には、毎年恒例の第59回雫石町無形文化財を盛大に開催！雫石の歴史と民俗芸能を、１日いっぱい
どうぞご堪能ください。24日（木）に実施する戸沢氏ゆかりの史跡探訪は改めてご案内します！
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心豊かに暮らせるまちへ…　施設・講座・催事情報生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

【問い合わせ】生涯学習課（692‒4181）
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今月の一冊・イベント情報　－雫石町立図書館－
【HPアドレス】http ://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2015112300014/ 【電話】019‒692‒5959

『偏差値３０から東大に合格する勉強法』
浜田　一志/著（KADOKAWA）

　甲子園常連校の野球部に所属し、偏
差値38から一念発起して、東大合格を
目指し、東大を現役合格した著者の放
つ秘伝の勉強法を一挙公開。
　著者の浜田先生は、12月３日（土）
に「雫石町教育振興運動実践交流会」
で、講演をしてくださいます。乞うご
期待！

　子どもたちに人気の自然科学の棚、大人に大人気の時
代小説の棚も出来ました。
　秋の夜長にご家族みんなで、読書をお楽しみください。

しずくいしおはなし会
日 10月22日（土）10：00～10：30　場 町立図書館
「ちびくろさんぼ」ヘレン・バンナーマン/作
「びんのなかのおばけ」春日　菜月/作
「あなたがうまれたひ」デブラ・フレイジャー/作

たんぽぽおはなし会
日 10月20日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
・えほん「ピーマンマンとかぜひきキン」
　　　　 「ぼくのくれよん」
・紙芝居「きき耳ずきん」
　このあとは、当日来てからのおたのしみ。

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 11月７日（月）10：30～11：00　場 健康センター

読書の壺　今月のこの一冊 聞いて楽しいおはなし会
幼児・小学生対象

乳幼児対象

乳幼児対象

お知らせ（図書館の利用について）

読書週間

「読書大好き雫石っ子」の祭典

　　　　雫石町親子読書のつどい 11月12日（土）開催！第10回

　今年も中央公民館を会場に、「年齢に合わせた読み聞かせおはなし会」・「スペシャルおはなし会」・「雫石の昔
がたり」を準備してお待ちしております。
　乳幼児、小中学生、高校生、お父さん、お母さん、そして地域のみなさん！
　年齢・性別問わず、「本」に興味ある、また興味を持たせたい人は全員集合です！
　当日来場者には、しおりとかわいい折り紙のプレゼントがありますよ。

【開館時間】 9：00～17：00
　　　　　 （水・金曜日は18：00まで）
【10・11月の図書館休館日】
 10月17、24、31日
 11月７、14、21、28日

 期間 　10月中
 場所 　雫石町立図書館児童コーナー
　ハロウィンや10月に関係した児童書を企画展示します。

企画展情報

「ハロウィンとふしぎなおはなし展」

第70回読書週間標語　　「いざ、読書」

もっと本が好きになる！

本の楽しさを伝え合おう！　第10回雫石町親子読書のつどい
【日　　　時】 11月12日（土）　9：00～11：30（受付：8：30～）
【場　　　所】 中央公民館
【日程・内容】  9：00～ 9：15　オープニングセレモニー（おすすめの本の紹介など）

 9：20～10：00　読み聞かせおはなし会
　（幼児・小学１年生・２年生・３～４年生・５年生以上の部屋に分かれて楽しい本の読み聞かせ）
10：05～10：35　スペシャルおはなし会「スーホの白い馬」
　（馬頭琴奏者バラヤトさん（モンゴル）による本場の演奏にのせて語る、読み聞かせです）
10：40～11：00　雫石の昔がたり 
　（「雫石・語りっこの会」のみなさんが昔話を語ってくれます）
＊エンディングセレモニーの後は、読書感想文コンクール表彰式も開催！

教育しずくいし139_.indd   4 16/10/07   7:35
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岩手地区中学校陸上競技大会〔８月25日〕＊補記 岩手地区中学校新人大会（県大会出場分）

第53回岩手県中学校学年別水泳競技大会

第45回雫石町ＯＢ野球大会〔９月４日〕

優　勝　御明神体育会
準優勝　御所体育会
第３位　西山体育会

第51回雫石町壮年男子ソフトボール大会〔９月11日〕

優　勝　八区行政区
準優勝　上町三行政区
第３位　晴山行政区・大村行政区

第45回雫石町民相撲大会　〔９月３日〕 御明神相撲場

〈団体の部〉
優　勝　安庭小学校
準優勝　雫石小学校B
第３位　雫石小学校A
〈3年生以下の部〉
優　勝　松原市悟（雫石小）
準優勝　内館大翔（雫石小）
第３位　杉本　零（雫石小）
〈4年生の部〉
優　勝　澁田陽樹（安庭小）

〈5年生の部〉
優　勝　倉橋悠斗（安庭小）
準優勝　新井大翔（安庭小）
第３位　上山聖斗（安庭小）
〈6年生の部〉
優　勝　杉本　柊（雫石小）
準優勝　佐藤航介（雫石小）
第３位　渡邉岳流（雫石小）
〈女子の部〉
優　勝　上山愛梨（安庭小）

【女子】
　低学年400ｍリレー　 １位　雫石

（佐藤佳乃、德田侑奈、澤田夏芽、新里怜奈）
　共通走高跳　　　　　３位　高橋玲美
　共通走幅跳　　　　　５位　土樋奏乃子
　共通砲丸投　　　　　１位　沼田栞音

【団体種目】
★バスケットボール
【男子】準優勝　【女子】優勝
★バレーボール
【男子】優勝　　【女子】優勝
★卓球
【女子】準優勝　　
★バドミントン
【男子】優勝　　【女子】優勝
★ソフトボール　優勝
★柔道　
【女子】　優勝
【個人種目】
☆ソフトテニス
【女子】　準優勝　簗場美織・横欠優希
　　　　第３位　小田結莉菜・高橋　楓
☆卓球
【男子】ベスト８　櫻田拓海　【女子】優勝　高橋佑奈
☆バドミントン
【男子】（ダブルス）　準優勝　澁田敦樹・山崎駿弥
【女子】（ダブルス）　優　勝　田中美ん凪・上川原小梅
　　　　　　　　　準優勝　伊藤桜咲花・德田百南
☆柔道
【男子】（60 kg 級）　　　優　勝　須藤　翼
　　 　（90 kg 級）　　　準優勝　中川龍星
【女子】（57 kg 以下級）　準優勝　黒沢雅依深
　　　 （57 kg 超級）　　優　勝　村田愛華

【男子】
　２年50ｍ自由形　３位　竹原悠也
【女子】
　１年200ｍ個人メドレー　　３位　山本ひより
　２年200ｍ個人メドレー　　３位　岩井紅葉
　３年100ｍ平泳ぎ　　　　　３位　野中心音
　３年200ｍリレー　　　　　２位
（中屋敷彩音、藤原愛結、國井璃胡、野中心音）

　３年200ｍメドレーリレー　３位
（中屋敷彩音、藤原愛結、國井璃胡、野中心音）

第３回雫石町ふれあいジョイフル・スローピッチソフトボール大会　〔９月11日〕鶯宿運動場

優　勝　御明神体育会　　　　　　　　　　　　　　　　準優勝　ドリームガールズ
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教育委員会定例会リポート/いじめ防止の取り組み／小学校統合に向けた取り組み教育行政・学校のページ

 教育委員会定例会リポート（８・９月）
― その１　議案編（９月定例会）　以下の案件が可決されております。 ―

１．雫石町教育委員会委員長の選任について　　　　　　上野宏氏が再任されました。
２．雫石町教育委員会委員長職務代理者の指定について　上田武夫氏が再任されました。
３．雫石町就学指定校変更及び区域外就学取扱要綱の一部改正に関し議決を求めることについて

― その２　質疑応答編（８月） ―

教育委員会議は、非公開事案以外は傍聴できます。【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

　８月の定例会では、「上和野馬頭観世音本堂」と「同旧堂」の国の登録有形文化財への登録、部活動と学習の両
立に向けた課題、野菊ホールのグランドピアノ開放の成果についてなどが話し合われました。

〈中学校改修等工事に伴うセミナーハウスの利用について〉
委員 雫石中学校スーパーエコスクール改修等工事に伴い、セミナーハウスの使用が制限されているか。
教委 原則、使用禁止としております。中学校の改修等工事は、対象となるフロアの学年を他校舎の空き教室に移
動させることで仮設校舎を造らずに進めております。移動先の教室に保管してあった物品をセミナーハウスに移
すことで普通教室を確保している状況ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

〈東京芸術大学合宿招へい事業の実施時期について〉
委員 実施時期を調整することで集客にもつながると思うが、今年度の反省点を伺いたい。
教委 「盛岡さんさ」と重なった昨年度の反省から、今年度は７月下旬に実施しました。しかし、御所湖の花火な
どとも重なってしまい、問題が解決したとは思っておりません。来年度以降も、様々な事業日程を確認しながら
開催していきたいと考えております。

橋場小学校 いじめ防止スローガン　「やってはいけない　いじめのもと」

雫石町立橋場小学校「いじめ防止の取り組み」を紹介します

小学校統合に向けた取り組み（第５回）

　橋場小学校では、今年度から「いじめを考える日」を年３回実施しています。
　これは、いじめの未然防止や問題の解決に向け、児童が主体的に活動することを目的に設定されました。４月
27日、昨年度行った児童のいじめアンケートの結果について、児童が話し合い上記のスローガンが決定しました。
　いじめの問題を児童が自分のこととしてとらえることができるよう、学校、保護者、地域が連携して取組んで
いくことが大切です。

　町では、小学校統合に向け、各地区に小学校統合準備委員会（以下、「準備委員会」とする。）を組織し、「委員」
を委嘱して統合に係る具体的内容を協議していただいています。今回は、９月末までの進捗状況をお知らせします。

 ９月７日 　第１回統合準備委員会
・準備委員会委員の委嘱、委員長及び副委員長の決定。
・ 今後の予定（第２回準備委員会、統合に使用する校舎
及び統合時期）について確認。

・ ９月上旬までに上長山小・下長山小・西根小から「準
備委員会委員の推薦名簿」が提出されました。

 ９月29日 　第１回統合準備委員会
・準備委員会委員の委嘱、委員長及び副委員長の決定。
・ 今後の予定（第２回準備委員会、統合に使用する校舎
及び統合時期）について確認。

　 大村・南畑・安庭小学校の統合により誕生する「新小学校」にふさわしい校名を制定するため、現在その名称を募集  
 しています。応募期間は平成28年10月21日（金）までとなっております。
　 詳しくは雫石町HPをご覧いただくか、学校教育課（692-6412）までお問い合わせください。

御所地区

御明神地区 西山地区

 ８月31日 　準備委員会役員会
 ９月15日 　第６回統合準備委員会
・ 「統合する時期」について、委員が地元の意見集約をした
後準備委員会で協議し、右記のとおり決定。
・ 今後の日程と、それぞれの専門部会で協議する内容を確認。

〈御所地区小学校統合準備委員会による承認事項〉
１．統合に使用する校舎
　　「雫石町立安庭小学校」
２．統合（開校）する時期
　　「平成29年４月１日」

報告

報告
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　下長山小学校

　近年、学校と地域との連携がさらに重要視され、連携
なくして教育は成立しないとまで言われています。本校
は以前より地域の方々とのつながりが深く、様々な取り
組みがなされてきました。
　今回は「田植え」「花植え」「草取り」の取り組みをご
紹介します。
　５月24日（火）近所の田をお借りして田植えを行いまし
た。全校児童がはだしで田んぼに入りました。１年生は
初めての体験でもあり、下半身を泥だらけに（中には全
身を）しながら、もち米の苗を植えました。PTAや地
域の方々の協力がなければできないことです。この秋に
は稲刈りをし、餅をついて食します。みんなその日を楽
しみにしています。

　６月10日（金）には、「陽和郷」の皆さんと校門前から
県道212号線までの直線道路に、準備していただいたプ
ランターに花を植えました。その後花はすくすくと育ち、
華やかな通学路を子どもたちが登校しています。
　７月４日（月）には、地域の老人クラブの方々と校庭の
草取りをしました。老人クラブの方々の草取りはとても
丁寧で、全校児童はそれをお手本にして一緒に汗を流し
ました。
　今後も学校と地域とのつながりを大切にし、子どもた
ちに「感謝の心」「勤労の喜び」そして「絆の大切さ」
を体験を通して学んでほしいと願っています。
　この紙面を通して、地域の方に感謝を申し上げます。

がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

－本人（○）と先生（◆）からのコメント－子どもたちの力作を紹介します

下長山小学校　校長　目時　雄二

全校児童で田植え体験 花いっぱいできれいな通学路に！ 老人クラブの皆さんと一緒に草取り

１年　鈴木　琉那
「えんそく」

○ファミリーランドにいきました。
みんなでみずにはいりました。ふね
にのったり、きのなかでもあそびま
した。とてもたのしかったです。
◆1、2年生の遠足でファミリーラ
ンドへ行きました。天気の良い日
だったので、みんなで仲良くたくさ
ん遊ぶことができました。

４年　林崎　聖哉
「からみつく星の花・まぼろしの花」
○にじにからみついているこの花
は、星を出す花です。この花がたく
さんの星を出し、夜空が、星でいっ
ぱいになるところをかきました。
◆図工で、だれも見たことも聞いた
こともない「まぼろしの花」を描き
ました。たった二輪の花からたくさ
んの星が出ているすてきな花です。

５年　丸山　泉
「名前でアート」

○名前を水面のはもんとして表現し
ました。背景に木々をえがき、自然
な感じを出すことができました。

◆自分の名前をデザインする平面構
成です。色鉛筆とサインペンを使い、
泉という漢字からイメージしたデザ
インを彩りよく表現することができ
ました。

みなさん、ありがとう。シリーズ「輝」
№136
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　10月２日に開催されたいわて国体デモスポ３B体操に広報係
として参加し、初めて３B体操を見てきました。写真では見た
ことがありましたが、音楽に合わせた一糸乱れぬ体操は圧巻で
す！何より一番は、参加している方々の楽しそうな笑顔が素敵
でした。私もいつかチャレンジしてみたいです！（K）

　いわて国体が開催され、私は軟式野球成年男子の応援に洋野
町へ行ってきました。朝早くからの試合でしたが、会場は大勢
の岩手応援団でいっぱいでした！岩手県代表選手たちは地元開
催で地元の多くの声援を受け、本当に力になったことでしょう！
選手たちの光るプレーがたくさん見られました！（S）

雫石町役場ホームページアドレス：http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 暮らしと行政 → 教育委員会  をクリック！

　安庭民踊省一会は、安庭行政区の方々を中心とし民俗芸能を保存伝承している団体
です。60年ほど前には会としての活動が始まっていたと言い、現在の会員数は45人。
うち児童生徒が20人ほどで、若い世代への伝承活動も活発です。10月16日に陸前高田

あとがき

聞いてきました！ シリーズ対談・編集担当「K」の小部屋
〈通算第19回 Ｋ編第７回〉
　安庭民踊省一会　代表　山本裕子さん、事務局　高橋茂子さん

（K）「安庭民踊省一会」
を始めたきっかけは何で
すか？
（山本裕子さん：以下
（山））最初は茶屋ふくし
を実のおばあさんから
聞いて、おばちゃんから

唄って教えてもらって、父親と２人でずっとやっていたった
の。あとはだんだんと、20年に近くなってから私の娘だの踊
れるようになってきてな、安庭の若いかっちゃん達が踊れる
ようになったった。
（高橋茂子さん：以下（高））私は子どもが幼稚園の時にどど
さい節をやるので、一緒に踊りを始めました。
（K）踊りを覚えるのは大変でしたか？
（高）大変でした。今もちゃんと踊れないの！これでいいっ
て事がなくて…難しいですね。
（山）なんぼ自分たちが上手に踊っても、あそここうすれば
いいと思わさって、世話したくなる。やっぱり揃えばいいか
ら揃わせたくてな。

（高）レコーディングをする前に色んな準備があって、DVD、
CDとかを作ったり…。つづけて３曲（茶屋ふくし・お鋳銭
坂・どどさい節）声を掛けていただいて、形にして貰ったこと
が先生（注：山本さんのこと）にとってはすごく嬉しいこと
ですね。
（山）本当に思い出だ。夢のように思わさる。
（高）私は、子供達が忙しい中、来てくれて、踊ってくれる
のから元気をもらいますね。それを見ながら私達も頑張らな
きゃと思ってね。
（K）今まで、そしてこれからの活動にかける思いなどを聞
かせてください。
（山）おじいさん・おばあさん達に本当に喜んでもらって、こ
の前も「孫に踊りっこ教えてもらって」って礼してったっけ。
地元でこういう風に思ってくれているんだなぁと思って。後
は、朝まに車見れば、子供達さ手を振ったり、そういう風なこ
とね。本当に子供達に元気づけてもらってる。地元の協力が
あってこういう風になったから、まだまだ元気でいねばね。あ
りがたいと思ってる。
（高）最近はグループホームやにこトピアとかにも訪問させ
ていただいて。無形文化財だけでなくアレンジしたりして自
分たちも楽しみながら、楽しんでもらいながらやっています。
お客さんに声かけて一緒に踊ったり、その時々に応じて最近
はやっています。でも、無形文化財などの今までの踊りはき
ちっと守って伝えていきたいなと思ってます。
（K）ありがとうございました。

（K）活動している中で嬉しかったことや思い出に残ってい
ることはありますか？
（山）嬉しかったことはね、フォークダンス連盟の人が茶屋
ふくしの取材に来て、「東京さ行って全国さ指導してけろ」
と言われて、その前に、レコーディングしたったのさ。

2016希望郷いわて国体デモンストレーションスポーツ
3Ｂ体操でのアトラクション

市で開催される「全国太鼓フェスティバル」にも出演が決定しています。
　今回は、会の代表として長年指導に携わっている山本さん（写真左）と、事務局の高橋さんにお話を伺いました。

第58回無形文化財芸能祭で披露
「町指定無形民俗文化財雫石よしゃれ」
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