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元気いっぱいに掲揚をお手伝い！
平成29年度鯉のぼりを泳がせよう掲揚式

※写真は掲揚式に出席した西根小学校のみなさん
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〔４月１６日〕 雫中女子駅伝部準優勝！第71回盛岡市内一周継走大会

　平成29年度雫石町スポーツ少年団結団式が、町営体育館で行われ
ました。登録29団体のうち12団体122人の団員のほか、79人の指導
者と保護者が参加し、今年度の目標を発表し合い、活動への意気込
みを新たにしました。
　その後、団員を代表して「雫石町ミニバススポーツ少年団男子」
の安本空良（やすもと そら）さんが「団員綱領」を元気良く一つ
ずつ読み上げ、それに続いて全員が大きな声で復唱をしました。
　式終了後には、町内安庭行政区在住で国体帯同トレーナーの川崎
真吾さんが、ウォーミングアップとクールダウンの仕方をテーマ
に、練習と試合時に役立つ運動を実技も交えて講演してくださいま
した。
　町内スポーツ少年団の活躍に期待しましょう！

　電車で通学する学生の乗車・駅舎利用時のマナーアップを目的
に、盛岡地区の市町および関係機関が連携し、列車通学生マナー
アップ啓発活動を行いました。
　雫石高校の生徒７人と教諭２人、町職員２人が参加し、雫石駅
構内にて朝のあいさつとともに、「ながらスマホをしない」「大声
で騒がない」など、通学の際のマナーについて呼びかける啓発カー
ド入りのポケットティッシュを配布しました。
　町内から電車を利用して通学する生徒や、電車を利用している
雫石高校の生徒、通勤で電車を利用する方々へ地元の雫石高校の
皆さんが積極的な呼びかけを行い、活発な活動となりました。

　雫石川園地にて、今年で24回目を迎える鯉のぼりを泳がせ
よう掲揚式を開催しました。この掲揚式は、町内すべての子
どもたちの健やかな成長を願うため、平成６年から開催され
ています。
　掲揚式には西根小学校の１～４年生30人が参加し、元気
いっぱいに鯉のぼりの掲揚をお手伝いしました。鯉のぼり掲
揚後は、雫石川へ約2,000匹のヤマメの稚魚を放流しました。
　掲揚は４月21日（金）から５月７日（日）までの17日間行わ
れ、美しく咲いた桜とともに雫石川上空を泳ぐ鯉のぼりを多
くの観光客が楽しみました。

〔４月８日〕 意気込みを新たに　スポーツ少年団結団式

〔４月２０日〕 雫石高校生が呼びかけ　列車通学生マナーアップ啓発活動

〔４月２1日〕 健やかな成長を願って　鯉のぼりを泳がせよう掲揚式

４走アンカー　川村碧選手（２年）

　盛岡市にある県営運動公園陸上競技場を発着点とする周回コー
スで、盛岡市内一周継走大会が開かれました。
　男子駅伝部は第７位、女子駅伝部は僅差で黒石野中学校に敗れ、
惜しくも準優勝という結果になりましたが、昨年に引き続き男女
ともベスト10入りを果たす活躍となりました。
　個人の成績は、長坂桜花選手（３年）が第６位という成績を残
しました。秋に行われる県中学校駅伝にも期待が高まります。
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　４月12日（水）に、雫石町役場応接室において、「小岩井農場施設」国
指定重要文化財指定書伝達式が行われました。深谷政光町長から、文化
財所有者である小岩井農牧（株）の熊沢道彦代表取締役専務へと指定書が
手渡されました。
　熊沢氏からは、今でも当該施設が現役で使われていることへの誇りと、
先人と同じように大切に保存し、守っていきたいという今後への意気込
みが語られました。

　明治36（1903）年に建てられた本部事務所をはじめとする小岩井農場施設（21棟）が、２月23日付け官報告示
により、国指定重要文化財となりました。雫石町内では初めての国指定重要文化財です。今回指定となった建物
は農場内の21棟で、そのうち９棟は平成８年に国登録有形文化財に登録されています。
　指定書の説明では「小岩井農場施設は、洋式農場を目指して設立された農場の基幹施設で、本部事務所や牛舎
群、サイロや四階建倉庫など、時代ごとの最新技術を積極的に導入し、改良を重ねた農場システムを示す一連の
建物群が良好な状態で保存されており、我が国における近代農場の発展過程を知るうえで重要である。」として、
近代日本の大規模農場経営の歴史を表す建物群の価値が認められ、このたびの指定となりました。

＊指定となった建物（21棟）
本部事務所、本部第一号倉庫、本部第二号倉庫、乗

じょうばきゅう

馬 、倶楽部、第一号牛舎、第二号牛舎、第三号牛舎、第
四号牛舎、種

し ゅ ぼ

牡牛
ぎゅうしゃ

舎、育牛部倉庫、第一号サイロ、第二号サイロ、秤
ひょうりょうじょう

量場、冷蔵庫、四階建倉庫、玉
とうもろこし

蜀黍小
ご や

屋（四
棟）、耕

こ う う ん ぶ

耘部倉
そ う こ

庫（下線９棟は平成８年国登録有形文化財）

※ 今回掲載できなかった建造物については、今後、シリーズで掲載していきます。また、小岩井農場ＨＰに詳
細が掲載されていますのでご覧ください。

　10ページには小岩井農場資料館館長　野沢裕美さんへのインタビューを掲載しています。

〇本部事務所
　建設年：明治36年
　意匠的に注目されるのは玄関ポー
チの垂れ飾りがついた鼻隠しと重厚
な扉・窓枠・窓台などです。
　小岩井農場本部として建設され、
建設以来一貫して総務関係事務所と
して同じ目的で使用し続けられてい
ます。

〇四階建倉庫
　建設年：大正５年
　家畜の飼料用穀物類乾燥庫として
建設されました。飼料は昇降機で四
階へ運ばれ、皮むき・脱粒を繰り返
しながら乾燥させ、階下へ落として
いき、使用目的別に保管していまし
た。木造四階建という大正時代初頭
の革新的な技術を用いた他に類がな
い建築物です。

〇天然冷蔵庫
　建設年：明治38年
　乳業工場の付属施設として、バ
ター・チーズなどの乳製品の貯蔵庫
として建造され、昭和27年まで本格
的に使われていました。小山を掘っ
て作られた掘り抜きの貯蔵庫で、電
気を使用せず、地面の熱が変化しな
いことを利用したつくりになってい
て、温度は常に10度程度で安定して
います。

国指定重要文化財指定書伝達式

小岩井農場内の建造物21棟が「小岩井農場施設」として国指定重要文化財に
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『しずくいしの昔話しを聞く会』シリーズ
　（特定非営利活動法人しずくいし・いきいき暮らし
　ネットワーク）

　雫石の昔話を収集した本
は、本当に少ないです。そ
んな中、沢山の昔話を、各
巻２話から３話ずつ収録し
たシリーズが、本シリーズ
です。
　しずくいし弁の語り口で
書かれた本シリーズは、そ
のだつくしさんの表紙の絵
と相まって、読み手をほの
ぼのと昔へといざないま
す。

〈小学校低学年の部〉
【最優秀賞】 横手　光華（雫石小２年）
【優秀賞】 竹花陽菜乃（御明神小３年）　澁谷　瑛太（雫石小２年）
【佳作】 菊池　日葵（七ツ森小１年）　紺野　二夢（七ツ森小２年）　堀　　藍菜（七ツ森小３年）
〈小学校高学年の部〉
【最優秀賞】 細川　咲希（七ツ森小６年）
【優秀賞】 上路　華子（七ツ森小６年）　千葉　光智（橋場小４年）
【佳作】 高見　唯稟（橋場小６年）　　萩臺　眞耶（橋場小６年）　　岡森　一晟（上長山小６年）
　 横田　瑠流（南畑小６年）　　岩浅　大翔（安庭小６年）　　小笠原　彩（安庭小６年）
〈雫石中学校の部〉
【最優秀賞】 南川　真友（２年）
【優秀賞】 三浦　香穂（１年）　川村　　碧（１年）
【佳作】 森子沙久也（１年）　遠藤　　静（２年）　伊藤　結衣（１年）　小野寺結衣（２年）

　３月25日（土）に町中央公民館で宮沢賢治作品読書感想文コンクール
（主催：雫石と宮澤賢治を語る会）表彰式が行われ、３部門で入賞した
町内小中学生22人が表彰されました。式には保護者や小学校の先生方ら
およそ40人が参列しました。語る会の小川浩彦会長が「賢治作品との出
会いをたいせつに、これからもたくさんの本を読んでください。」とお
祝いの言葉を述べ、審査委員長の野沢裕美小岩井農場資料館長が「作品
をよく読みこんで感想文を書いていました。」と講評しました。
　〔入賞者（敬称略：学校名・学年は平成28年度当時のものです。）〕

【開館時間】 9：00～17：00
　　　　　 （水・金曜日は18：00まで）
【５月・６月の図書館休館日】　毎週月曜日

　あわせて児童書・ヤングの2016年にたくさん読まれ
た本の「ベストランキング展」を開催します。
　例年好評のスタンプラリーもあるよ（５月末まで）。

しずくいしおはなし会
日 ５月20日（土）11：00～11：30　場 町立図書館
★「どろんこハリー」ジーン・ジオン/作
※４月から第２、第４土曜日の月２回開催します。
　　６月は10日（土）14：00～14：30、
　　　　　24日（土）11：00～11：30です。

たんぽぽおはなし会
日 ５月18日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
★えほん「ふっくらパン」
★紙芝居「わんわんちゃん」
★工　作「とべとべひこうき」　　　ほか

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ６月５日（月）10：30～11：00　場 健康センター

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

読書の壺　今月のこの一冊

お知らせ（図書館の利用について）

聞いて楽しいおはなし会

第23回（平成28年度）宮沢賢治作品読書感想文コンクール

第59回こどもの読書週間
標語「小さい本の大きなせかい」
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第２回 「レッグカール」編

　この度、土のグラウンドから天然芝のグラウンドにリニューアルされ、５月３日（水）から利用再開した御明神
運動場について紹介します。この運動場は、主にサッカーやグラウンドゴルフ、ソフトボールなどに利用できま
す。スパイクを使用しなければ野球の練習も可能です。
　利用の際は、窓口または電話で利用予約（利用希望日の前月１日８：30から予約可能です／（例）７月22日希望
の場合は、６月１日）し、雫石町営体育館窓口に備えつけの申請書に捺印のうえ提出ください。

　前回のレッグプレスと同じく、主に両脚の筋力トレーニングに適し、太もも後面（大腿二頭筋）、でん部の最
も表層にある筋肉（大殿筋）に加え、骨盤から首までの背骨の横にある筋肉（脊椎起立筋）の筋力を鍛える器具
です。

　普段はあまり使うことの無い筋肉を鍛える器具ですので、ぜひ体験してみてください。

緑豊かで気持ちがスッキリするグラウンド。多くの方々の利用を心よりお待ちしています。

 お問い合せ 　町営体育館（692-5030）

　芝のフィールドは、縦80 m、横53 mで、おお
むね少年サッカーグラウンド１面分の広さを有
しています。

　グラウンドの北側に岩手山を、北西側に秋田
駒ヶ岳を望む景色で運動の疲れを癒してくれる
抜群のロケーションです。

POINT 　持ち上げるときに足首を90度に
曲げると効果的です。この運動も、反動など
をつけて行うとケガの原因にもなりますので
注意してください。

このコーナーでは、雫石町営体育館トレーニング室にある各種トレーニング器具を紹介します。

御明神運動場がリニューアルしました！

①　両脚をセットします。 ②太ももまたはでん部に器具が付くまで持ち上げます。

＊ 基本は「１・２」のリズムで持ち上げ、「１・２・３・４」
のリズムでゆっくり元の位置に戻します。
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　学校教育課では、小学校統合に向け、御明神・西山地区に「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、４月末までの進捗状況
を地区ごとにお知らせします。

小学校統合となる地区の皆さまには、準備委員会委員との積極的な意見交換をよろしくお願いします。
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教育委員会定例会リポート/小学校統合に向けた取り組み（第12回）教育行政・学校のページ

― 4月定例会　議案編　以下の案件が可決されています。 ―
１．社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて
２．教育委員会行政組織規則の一部改正に関し議決を求めることについて
３．教職員公舎の使用および管理に関する規則の制定に関し議決を求めることについて
４．児童生徒就学援助実施要綱の一部改正に関し議決を求めることについて
５．教育委員会服務規程の一部改正に関し議決を求めることについて
６．雫石高等学校文化交流事業費補助金交付要綱の一部改正に関し議決を求めることについて
７．雫石高等学校存続対策支援事業費補助金交付要綱の制定に関し議決を求めることについて

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）

　３月の定例会では、平成28年度下半期教育委員会表彰に係る対象者の追加、御所地区小学校に係る閉校式の振
り返りおよび各小学校に設置している卒業記念品等の取り扱い、御明神地区および西山地区の小学校統合に向け
た課題等の確認、旧大村小学校及び旧南畑小学校に係る平成29年度の管理方法についてなどが話し合われました。

４月17日　第２回準備委員会役員会　役場にて開催
・統合に係る協議結果報告書の内容、今後のスケジュールの確認、校名の決定方法、閉校記念事業などについ
て協議しました。
■次回は、５月下旬頃に準備委員会を開催し、「統合小学校の校名」の決定や今後のスケジュールなどについ
て協議する予定です。

４月13日　第３回準備委員会役員会　役場にて開催
・統合に係る協議結果報告書の内容、専門部会の設置、今後のスケジュールの確認、校名の決定方法、閉校記
念事業などについて協議しました。また、校名については西山地区在住の人から募集することとしました。

御明神地区

西山地区

■次回は、５月10日に準備委員会を開催し、今後のスケジュールや専門部会などについて協議する予定です。

教育委員会定例会リポート（３・４月）

　上長山小学校、下長山小学校および西根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、名称を募集しています。
 応募対象 　雫石町西山地区に住所を有する人
 応募方法 　 西山地区に全戸配布されている応募用紙または役場総合案内、各地区公民館に設置している

応募用紙に記載し、持参、FAXまたは郵送で学校教育課、役場総合案内または各地区公民館
へ提出してください（電子メール不可・応募は１人１点）。

 応募期限 　５月31日（水）必着
 問合せ先 　学校教育課　☎019-692-6412　FAX番号 019-692-1311

西山地区統合小学校の校名を募集します

― 3月定例会　質疑応答編 ―

小学校統合に向けた取り組み（第12回）
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　西根保育所

　西根保育所では、毎月『食べるの楽しい』と称し、様々な食
育活動に取り組んでいます。講師の方を招いての活動は、普段
はなかなか見る事のできないものもあり、子どもたちもとても
楽しみにしている活動の一つです。
　６月の食育月間に合わせ、お米マイスターさんからお米の話
を聞いています。年長児は、お米の研ぎ方も教えてもらい、当
番制でお米とぎを行います。
　11月の鮭の日には、地域の方に鮭の解体を見せて頂いていま
す。大きな鮭が目の前で解体されていく様子に驚きながらも、

　また、畑では地域の方にご協力いただき
ながら野菜を育て、収穫した野菜は給食や
おやつで食べています。自分たちが育てた
野菜ということで子どもたちも楽しみなが
ら食べることができています。
　体験をする事で、食に興味が持てるよう
になると考え、活動に取り組んでいます。
地域の方の協力もあり、見たり、聞いたり、
食べたり、様々な活動を行う事ができてい
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

楽しみ、目を丸くしなが
ら見ています。他にも季
節に合わせた活動に取り
組んでいます。

お米とぎの様子

「こいのぼり」　５歳児クラス
○絵の具で色を塗るのが少し難しかったけど楽しかっ
た。

◆グループでこいのぼり製作をしました。クレヨンと
絵の具を使った「はじき絵」という方法でうろこの模
様を描き、それぞれ個性のあるこいのぼりに仕上がり
ました。

「箸置き」　４歳児クラス
○キラキラのビーズをたくさんくっつけたのが楽し
かった。

◆食育活動の一環として、オリジナルの箸置きづくり
をしました。紙粘土の形を整え星やお花のビーズを自
由に飾り付けました。子どもたちは給食の時間、嬉し
そうに自分の箸置きを使っています。

菜種の種まき

鮭の解体ショー

「西根保育所の食育活動」シリーズ「輝」
№143 保育士　石塚　久雄
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 日　時 　６月25日（日）
　　　 　集合：６時50分　雫石町営体育館国道側駐車場
　　　 　出発：７時　※町マイクロバスで移動
　　　　 帰着予定：17時
　　　　 ＊ 登頂は約２時間、下山は約１時間30分を予定

しています。
 場　所 　鳥海山（秋田県：2,236ｍ）　象潟口ルート
 参加料 　１人 2,000円（保険料など）
 対　象 　町内在住または、町内勤務の方
 定　員 　先着35人　※定員になり次第締め切ります。
 持ち物 　昼食・飲料水・おやつ・雨具・着替えなど
 その他 
 ・七合目（御浜）の鳥海湖を望む所まで登頂します。
 ・町山岳協会員がガイドをし安全に誘導をします。
 ・申込後の参加料の返還は、致しかねます。
 申　込 　５月28日（日）８時30分～６月11日（日）まで　（一財）雫石町体育協会 692-5030
　　　　　　　【主催】雫石町教育委員会　（一財）雫石町体育協会　【主管】　雫石町山岳協会

　なんだか気持ちがモヤモヤしている人。日頃の悩みやストレスを忘れ、ひたすら歩いて気持ちをリセッ
トしませんか？

　初心者の方も大歓迎です。花や緑など自然を感じながら、山登りを楽しみましょう。

 講　師 　雫石町体育協会　高橋正治さん（健康運動指導士）
 参加料 　各日1,000円（温泉入浴料込）
 対　象 　町内在住または、町内勤務の方（高校生以上）　※高校生の方は保護者の承諾が必要です。
 定　員 　各日とも先着20人　＊定員になり次第締め切ります。
 持ち物 　昼食・水筒（飲み物）・雨具・入浴セット
　　　　 ＊動きやすい服装および靴でご参加ください。
 申　込 　雫石町中央公民館　692-4181（受付時間　平日８時30分～17時15分）
　　　　 ＊無料託児室の利用をご希望の方は、お申込み時にお申し出ください。

～リセットウォーク～
キモチをリセットするためにただひたすらに歩く講座

平成29年度雫石町民登山

　中央公民館から道の駅「雫石あねっこ」までを歩
きます。
 日　時 　５月20日（土）　＊雨天決行
　　　　 受付：８時30分　
　　 　　出発：９時
　　　　 ＊到着後、昼食休憩と温泉入浴
　　　 　帰着予定：15時（中央公民館）
　　　 　＊復路は町のマイクロバスで移動します。
 集合場所 　中央公民館
 距　離 　約12.2 km（トイレ休憩場所２か所）　

　中央公民館から玄武温泉「ロッヂたちばな」まで
を歩きます。
 日　時 　６月10日（土）　＊雨天決行
　　　　 受付：８時30分　
　　 　　出発：９時
　　　　 ＊到着後、昼食休憩と温泉入浴
　　　 　帰着予定：15時（中央公民館）
　　　 　＊復路は町のマイクロバスで移動します。
 集合場所 　中央公民館
 距　離 　約12.6 km（トイレ休憩場所２か所）　

★１回目★ ★２回目★

《昨年度の様子》
快晴の中、「五葉山」に登った
参加者のみなさん
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　お子さまの成長と共に役目を終え、押し入れに眠っている鯉のぼりはありませんか？
　子ども達の健やかな健康を祈り、毎年行われている鯉のぼり掲揚式ですが、長年の使用で傷んでいる鯉のぼり
も多くなっています。そこで、ご家庭で不要になった鯉のぼりがありましたら、ぜひ寄贈をお願いします！
　寄贈いただいた鯉のぼりは、来年度の鯉のぼり掲揚式から掲揚させていただきます。

　今回は、インド風揚げ春巻き「サモサ」と韓国料理の定番「チヂミ」を作ります。
　レシピを覚えて、料理のレパートリーをさらに増やしましょう！
 日　時 　６月21日（水）　10時～13時
 場　所 　中央公民館・調理実習室
 定　員 　先着15人
 費　用 　１人500円
 講　師 　町食生活改善推進員連絡協議会のみなさん
 申　込 　６月９日（金）までに中央公民館へ（692-4181／受付：平日9：00～17：00）
　　　　 ＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

【４月から生涯スポーツグループ業務も中央公民館で行っています。】

 担　当 　雫石町教育委員会　生涯学習課（中央公民館）
　　　　TEL：019-692-4181
　　　　メール：shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp

ご家庭で使わなくなった「鯉のぼり」を譲ってください！

中央公民館料理教室「厨房レッスン」

生涯学習課の業務を紹介します

社会教育グループ ･･･ 社会教育、生涯学習の推進、文化芸術振興、文化財保護、国際交流、青少年健全育成　など
生涯スポーツグループ ･･･ 生涯スポーツ・観光スポーツ・競技スポーツの推進、社会体育施設管理　など
生涯文化グループ ･･･ 生涯学習事業、ホール芸術文化事業、町立公民館の管理運営、地区公民館活動支援　など
 問い合わせ 　生涯学習課代表（692-4181/中央公民館）

図書館 ･･･ 読書普及事業、図書館の管理運営　など
 問い合わせ 　692-5959

各地区公民館 ･･･ 各地区公民館生涯学習・生涯スポーツ事業、公民館の管理運営　など
 問い合わせ 　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（692-3321）

４月21日（金）に行われた掲揚式の様子
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　ＧＷ付近の期間限定ではありますが、雫石川園地の桜並木と
鯉のぼりのコントラストが美しい時期となりました。今年も子
どもたちが楽しそうに鯉のぼりの掲揚をお手伝いしてくれまし
た。９ページにも掲載しましたが、今後も掲揚式を続けていく
ためにも、使わなくなった鯉のぼりがあれば、ぜひ生涯学習課
へご連絡を！（Ｋ）

　一読者として教育広報を楽しむ１年を過ごし、今月号から教
育広報担当に復帰しました。なんと復帰初日にあとがきを執筆
しています（汗）。カラー 10ページにパワーアップした教育広
報に置いて行かれないよう、わかりやすく教育情報をお届けで
きるよう編集スキルをアップしていきたいと思います！（Ｍ）

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！

　２月23日付けで小岩井農場内の建造物21棟が「小岩井農場施設」として、雫石町内
では初めての国指定重要文化財になったということで、小岩井農場資料館長の野沢　
裕美さんにお話をお伺いしました。

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26回 Ｋ編第14回〉 
　　小岩井農場資料館　館長　野沢　裕美さん

（Ｋ）今回、小岩井農場施設が町内初の国指定重要文化財に
なったということで、今のお気持ちを聞かせてください。

（野沢裕美：以下（野））
小さい頃から見慣れた場
所なので、改めて国の宝
と言われるとちょっと不
思議な感じがしますが、
とても嬉しいです。

（Ｋ）来場された方に観ていただくうえで、特に注目してほ
しいところはありますか？
（野）特に、小岩井農場資料館のある上丸エリアの建物は、
現在も使っている建物がほとんどで、今でも当初の目的どお
りに使っているので、実際に使っている様子を見ていただき
たいです。現代に合わせて改修を行っているところもありま
すが、今も現役で使われています。
　また、建物を見比べていだだくと時代ごとの変化がわかる
と思います。二号牛舎は明治の建物なので、昭和に建てられ
た一号牛舎に比べると屋根が低く、傾斜も浅くなっているん
です。一号牛舎は窓や出入り口が大きく、天井を高くして、
匂いがこもらないような仕組みになっていて、牛乳にアンモ
ニア臭が移らないよう工夫された設計になっています。

（Ｋ）すべての建物を現在も使用しているんですか？
（野）当初の目的とは違いますが、今使える形で使っている
建物もあります。例えば、元々の用途としては馬を入れる
舎として使っていたところを、今は倉庫として使っていると
いうようなものもありますよ。
（Ｋ）国重要文化財の指定を受けて、これからどのように保
存・活用されていく予定ですか？
（野）今でも現役で使っている物なので、そのまま使い続け
ながら残していければいいなというのが一番ですね。
（Ｋ）見学は自由にできるんでしょうか？
（野）上丸牛舎の区域はお客様が自由に見ていただける区域
ですが、他の区域はバスツアーへ参加していただくと見るこ
とができます。
（Ｋ）町内の方に向けてメッセージをお願いします。
（野）意外と近くにいても知らない方が多いと思うので、一
度ぜひ見ていただきたいです。実際に、昔からここに人が住
んで働いてきたという歴史がありすますし、どうやって使っ
てきたかという人の歴史でもあるんですね。昔の人が作って
くれた、残してくれたものを大事に使いながらこれからも残
していかなければいけないなと思っています。

一号牛舎（昭和９年建設） 二号牛舎（明治41年建設）

重要文化財に指定された第一号サイ
ロ、第二号サイロの前に立つ野沢さん
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