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教育しずくいし
800年の時を超えて 戸沢氏発祥の地 雫石に集う！

第４回戸沢サミット in 雫石　開催
※戸沢家当主ご夫妻・サミット参加自治体関係者・戸沢さんさの皆さんと沼田神社にて記念撮影
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その他、こんなことがありました…
〔５日〕第24回雫石町民バドミントン大会〔６日〕御所地区秋季グラウンド・ゴルフ大会、西山地区卓球・ソフ
トバレーボール大会〔７日〕上和野馬頭観世音堂国登録有形文化財登録記念式典・祝賀会〔13日〕第42回雫石町
内継走大会〔20日〕御所地区卓球・綱引大会、御明神地区卓球大会〔27日〕雫石町民ゲートボール大会

できごと紹介　2016.11 月

　今年も町民の皆さんの芸術活動の成果を発表・展示し、鑑賞の機会を
提供する、年に１度の祭典、雫石町総合芸術祭が11月３日～５日の３日
間にわたり開催されました。
　展示部門では、絵画や写真、菊花などのほか、雫石中学校家庭部の作
品や、過去に岩手県高校文化祭に出展された作品なども展示されました。
　舞台部門では、筝曲やピアノ、ギターバンドなどの発表に加え、七ツ
森小学校５・６年生による金管バンド演奏が披露され、多彩なプログラ
ムで観客を魅了しました。
　３日間で1200人を超える来場者が訪れ、今年の総合芸術祭も大いに盛
り上がりました。

〔11月３～５日〕第52回雫石町総合芸術祭

　毎年、11月23日の勤労感謝の日に野菊ホールで開催する恒例の
雫石町無形文化財芸能祭。今年は、新庄藩主となった戸沢氏にゆ
かりのある４市（茨城県小美玉市・高萩市、山形県新庄市、秋田
県仙北市）の首長と関係者を招き、第４回戸沢サミット in 雫石
と芸能祭を同日開催しました。町内外から840人を超える来場者
が訪れ、例年以上の賑わいを見せました。
　芸能祭では、よしゃれやさんさ踊り、神楽、念仏剣舞の他、昨
年24年ぶりに復活した亀の子つき唄も披露され、延べ30演目を上
演しました。
　また、戸沢サミットでは、戸沢家当主の戸沢充さんが来賓挨拶
をし、基調講演では町出身で現在東京都在住の歴史研究家・細川
久美さんから、戸沢氏発祥の頃の雫石とその時代背景を解説して
いただきました。
　翌24日には、戸沢氏ゆかりの史跡である沼田神社（戸沢館跡）
と雫石八幡宮（雫石城跡）で、滴石史談会が主催する「史跡探訪・
戸沢家ご当主様の歓迎式」が行われ、沼田神社では戸沢さんさ、
八幡宮では雫石小児童の青空太鼓が披露されました。

〔11月23～24日〕第59回雫石町無形文化財芸能祭・第４回戸沢サミット in雫石

大村小学校としての出演は今年で
最後となった山祇神楽「鶏舞」

展示会場の様子

戸沢家当主による挨拶

　第63回雫石町小・中学校音楽会が11月11日、雫石町中央公民館野菊ホールで開催されました。今年も町内小・中学
校の児童生徒が一同に会し、学校での音楽活動の成果を発表しながら、音楽を通して学校間の交流を深めました。
　全校児童での合唱や合奏、大人顔負けの演奏を披露した金管バンドなど各学校の特色を生かした素晴らしい音楽会
でした。
　中学校による合唱は、１年生131名がステージに上がり、「蒼い砂漠」「名づけられた葉」を表現力のある力強い声
で歌い、観客を魅了していました。
　音楽の良さに触れ、よりよい表現をしようと頑張った子ども達の今後の成長に期待です。

〔11月11日〕第63回雫石町小・中学校音楽会

中学生による力強い合唱

七ツ森小学校　金管バンド演奏

上長山小学校の全校合奏
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雫石のおいしい食材と給食を通じた食育
しずくいしの教育

特 集

～食育の取組～

　雫石町では、町内全11小中学校において学校給食を自校式で実施しています。県内でも数少ない自校式学校給食は、
学校の給食室で調理された温かい給食を食べることができ、他市町村から異動されてきた先生方にも好評です。
　給食献立は、地元のおいしい食材を子どもたちに知ってもらおうと地産地消を心がけ、郷土料理や行事食を取り
入れながら、食に興味関心を持ってもらえるよう作成しています。また、各小中学校では子どもたちが食生活に対
する正しい知識と望ましい食生活を身に付けられるよう、栄養教諭等が食育活動を行っています。

「食と生活習慣」をテーマに子育て講演会を実施

地元食材の美味しさを実感！給食試食会開催

　下長山小学校実践区教育振興運動協議会では、11月25日
（金）の授業参観日にあわせ、子育て講演会を実施しました。
３～６年生の児童と保護者が集まり、「食と生活習慣」を
テーマに町教育委員会栄養士が１時間の講演を行いました。
　講演の中では、学校での食育活動の紹介から始まり、子
ども達への質問を交えながら進められ、食事の栄養バラン
スや、朝食を食べることによる学力・体力への影響、よく
噛むことの大切さなどに関する話がありました。
　成長期の子どもたちに、栄養バランスのよい食事のお手
本となるように給食の献立は作成されていますが、１日３
回のうち、２回は家庭での食事となるため、食育は学校の
みでなく、家庭と連携して進めていく必要があります。おやつの食べ方や栄養のバランスについて、給食だより
や学校での食に関する指導を通じて子どもたちに伝えていきたいと思いますが、家庭での食育にもご協力をお願
いします。手始めに、家族そろって「おいしいね」などと会話をしながら食事をしてほしいと思います。学校、
家庭で力を合わせて子どもたちの心と体を育てていきましょう！

　11月29日（火）の「いい肉の日」にち
なんで、町内で県産和牛を使用した給
食が実施されました。上長山小学校で
は雫石牛を使ったビビンバが提供さ
れ、子ども達は地元の食材のおいしさ
を噛みしめました。
　両日ともに、生産者の方にも参加い
ただき、食材の特徴や生産への思いを
知るいい機会となりました。

　11月15日（火）に雫石小学校で、「銀河のし
ずく」の試食会が開催されました。雫石を主
産地とする「銀河のしずく」のおいしさを子
どもたちに知ってもらうことと、食育の推進
を目的とし盛岡広域振興局が主催して行われ
ました。

「銀河のしずく」を使用した給食試食会

「雫石牛」を使用した給食試食会

教育しずくいし141_.indd   3 16/12/02   15:00



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

＊詳しくは、各施設にお問い合わせください

4 広報●教育しずくいし●2016●12●No.141●

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

『いわて旅街道』
　　奥山　淳志／著（岩手日報社）

　岩手の代表的な街道を、美しい
写真をふんだんに用いて、その土
地土地の風物や、民間信仰などに
もふれた、岩手の魅力を満載した
一冊です。
　本書は雫石町在住の写真家奥山
淳志さんの手掛けた作品で、写真
と文章の美しさが秀逸です。是非、
図書館で借りて読んでみてくださ
い。

しずくいしおはなし会
日 12月24日（土）10：00～10：30　場 町立図書館
「クリスマス★オールスター」中川ひろたか/文
「かさこじぞう」西本　鶏介/文
「八方にらみねこ」武田　栄子/著

たんぽぽおはなし会スペシャル
日 12月15日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
・えほん「クリスマスおめでとう」
　　　 　「おっとっと」
・紙芝居「マッチうりの少女」　
　パネルシアター、工作は、当日来てからのおたのしみ。
プレゼントを渡しにサンタも来るよ！

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 １月16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）

もっと本が好きになった！　第10回雫石町親子読書のつどい

　11月12日（土）、「本の楽しさを伝え合おう」をテー
マとして、第10回雫石町親子読書のつどいを開催しま
した。
　雫石町親子読書のつどいは、町の教育振興運動推進
の共通課題の一つである「読書の推進」を行うため開
催しているもので、今年で10回目を迎えました。
　つどいでは、幼児からの年齢に合わせた読み聞かせ
会を行い、スペシャルおはなし会では本場・モンゴル
の馬頭琴奏者バヤラトさんの演奏にのせて「スーホの
白い馬」を語りました。さらに、雫石・語りっこの会
からは、方言クイズと昔語りが行われました。
　当日の参加者は220人と、これまでの最高を大きく
上回りました。参加者にはしおりと折り紙のプレゼン
トもあり、大満足の一日になりました。

中央公民館・各地区公民館・勤労青少年ホーム・町営体育館・屋内ゲートボール場…………12月29日～１月３日
歴史民俗資料館…………12月28日～１月４日　　　　　ケッパレランド…………12月31日～１月２日

【開館時間】 9：00～17：00
　　　　　 （水・金曜日は18：00まで）
【12月・１月の休館日】
 12月12、19、26、29～31日
 １月１～３日、10、16、23、29～30日

　○「家読（うちどく）おすすめの本」展
　○上半期ベストランキング展
　○「ふゆのおはなし」展

企画展情報

あなたにピッタリの本が見つかる？！企画展開催中！

報告

【教育委員会所管各施設の年末年始休館情報】お知らせ

年齢に合わせた読み聞かせ

スペシャルおはなし会
「スーホの白い馬」

バヤラトさんによる演奏
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各種スポーツ大会結果

雫石町民ハイキングを開催しました。

 ◎第42回町内継走大会結果　11月13日（日）町営陸上競技場

　11月６日（日）快晴の中、35名が秋田県鹿角市湯瀬渓谷を散
策しました。
　湯瀬ホテルをスタートし、まず迎えてくれたのはフカフカ
な落ち葉の絨毯。それを踏みながら、渓谷に添って歩き出す
と木々の赤や黄色の色とりどりの葉が水面に揺れて映え、し
ばしうっとり気分で、紅葉のアーケードの中を進みます。大
丈夫かなと心配してしまうくらいの長い吊り橋が現れ、橋を
渡っていると大きく揺れ、キャーキャーと声を発しながら無
事全員渡り切り、皆、久しぶりに童心に返りました。更に進
むと巨岩がごろごろしている岩場に到着し、周囲の紅葉がか
わいらしく感じます。途中、この渓谷は鹿角街道であったとの標識に出会い、当時の旅人達も、渓谷沿いの紅葉
にうっとりしながら行き来したのだろうかと感慨深い気持ちになりました。
　１日を通し、秋の紅葉と景色を楽しむハイキングになりました。

 ◎第32回東北中学校男子駅伝競走大会
　 （11月５日（土）　宮城県利府町）

★男子総合　第５位　雫石中学校

 一般男子総合の部 
　①チームネクサス
　②盛岡工業高校Ｂ
　③盛岡工業高校Ａ

 一般男子町内の部 
　①盛岡西消防署雫石分署
　②西山体育会
　③雫石町消防団第１分団第２部

 中学校男子の部 
　①Ａ・Ｋ（雫石中学校駅伝部）
　②ＡＺＵ（雫石中学校駅伝部）
　③滝沢第二中学校

 小学生の部 
　①雫石サッカースポ少ミラクル44
　②南畑スポ少Ａ
　③大村スポ少Ａ

 ◎第11回町民ゲートボール大会結果　11月27日（日）屋内ゲートボール場
①上町１・２行政区
②下町３行政区
③太陽

 中学校女子の部 
　①滝沢第二中学校Ａ
　②WeLove 駅伝（雫石中学校駅伝部）
　③滝沢第二中学校Ｂ

〈団体種目〉
【バレーボール男子】　第３位
【バレーボール女子】　１回戦敗退
【柔道女子】　２回戦敗退　０－３　ベスト16
【卓球女子】　２回戦敗退　ベスト16
【バドミントン男子】　３回戦敗退　ベスト８
【バドミントン女子】　２回戦敗退　ベスト16

〈個人種目〉
【柔道男子】　
・60 kg 級　ベスト８　須藤　翼
・90 kg 級　１回戦敗退　中川龍星
【柔道女子】
・52 kg 級　３回戦敗退　黒沢雅依深
・70 kg 級　第３位　村田愛華　
【卓球男子】　２回戦敗退　櫻田拓海　
【卓球女子】　３回戦敗退　高橋佑奈　ベスト16
【バドミントン男子】１回戦敗退　澁田敦樹・山崎駿弥　
【バドミントン女子】２回戦敗退　田中美ん凪・上川原小梅

　　準々決勝敗退　伊藤桜咲花・徳田百南　　ベスト８

 ◎県中学校新人大会　後期結果〔10月12～13日、19～20日〕（敬称略）

 ◎第13回全日本中学生女子相撲大会
　 （10月16日（日）　大阪府堺市）

★重量級　優勝　谷地　望

報告

報告
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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教育行政・学校のページ

 教育委員会定例会リポート（10・11月）
― その１　議案編（11月定例会）　以下の案件が可決されております。 ―

１．雫石町教育委員会表彰者の決定に関し議決を求めることについて

― その２　質疑応答編（10月） ―

教育委員会定例会（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）

　10月の定例会では、統合に係る跡地及び校舎利活用の進め方、名称が「御所小学校」に決定した際の経緯、雫石
中学校スーパーエコスクール改修等工事の進捗状況、町立図書館改造に向けた取り組みの報告についてなどが話し
合われました。

小学校統合に向けた取り組み（第７回）
　学校教育課では、小学校統合に向け、それぞれの地区に「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、11月末までの進捗状況を
地区ごとにお知らせします。

 11月30日 　第３回準備委員会を橋場小学校にて開
催（委員21名中18名出席）
・ 橋場小学校を見学後、
各小学校の施設の現況
及び今後の予定など確
認。

 11月16日 　第３回準備委員会を上長山小学校にて
開催（委員33名中30名出席）
・ 上長山小学校を見学後、各小学校の施設の現況及
び今後の予定など確認。
 12月６日 　小学校見学及び第４回準備委員会
・ 13時30分から上長山小学校⇒西根小学校⇒下長山
小学校を順番に見学
・ 18時30分から下長山小学校にて第４回準備委員会
を開催。

　お知らせ　
　御所地区小学校統合に伴い、大村小学校と南畑小学校の跡地及び校舎利活用検討に関する地域懇談会を開催
します。地域の皆さまのご意見やご提案をお聴きし、今後の検討の参考にさせていただきたいと考えています。

　事前申し込みは不要で、町民の方であればどなたでも参加できます。担当は、町役場企画財政課（692-6409）
です。詳しくは、町ＨＰをご覧ください。

御所地区

御明神地区 西山地区

 11月14日 　準備委員会専門部会を御所公民館で開催（35名中30名出席）
・ 委員が第１専門部会「校名及び伝統文化等継承等検討部会」、第２専門部会「施設整備及びスクールバス運
行等検討部会」に分かれて協議。第１部会では、各伝統文化やスポ少活動について現況把握し、今後の活動
について検討。校歌・校章について取り組み状況の確認。第２部会では、学童クラブの使用状況やスクール
バスの運行経路について検討。

南畑小学校に関する懇談会
【日時】平成28年12月20日（火）
　　　　　　　18：30～20：00
【会場】御所公民館　大会議室

大村小学校に関する懇談会
【日時】平成28年12月21日（水）
　　　　　　　　18：30～20：00
【会場】大村小学校　学習センター

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。

報告
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　七ツ森保育所

　七ツ森保育所は、年間を通してランニングに取り組んでいます。１、２、３…の大きなかけ声で準備運動し、その
後５分間園庭を自分のペースに合わせて走ります。年度当初は職員と手をつないだり速度もゆっくりでしたが、今で
は速度も速くなり楽しそうに走っている姿が見られるようになりましたし、足取りもしっかりし、たくましくなった
ように感じます。
　保育所の道路向かいには畑があり、花を植えたり野菜を育て収穫しました。
　今年は３歳以上児の保育参観で、じゃがいも、さつまいもの収穫体験を親子で行い、各家庭にも持ち帰り、味見を
したり保育所で子ども達がクッキングをしました。
　また、畑には虫や草花がいっぱいです。なかでもカエル探しはどの子も夢中になり、ほとんどの子が捕まえること
ができるようです。子どもたちが時間も忘れてしまうほどとても大好きな場所でもあります。このようなふれあいや、
体験から子どもたちは多くの事を学んでいます。
　初めて触れる自然はすべてが新鮮です。また、鋭い観察眼とわかりたい一心で意欲的に挑戦します。
　このように大切な時期に、雫石町の豊かな自然を体感しながら、心豊かに成長してほしいと願っています。

がんばっている生徒たちの様子を伝えたい！

－先生（◆）からの紹介と本人（○）のコメント－子どもたちの力作を紹介します

所長　深谷　静子

ランニングにはげむ子ども達 親子でじゃがいも・さつまいもの
収穫体験

「塔を作ったよ」
○ほら見て！高く高くかっこよく積
み上げたんだ。もっと高く積みたい
な。

「橋を作ったよ」
○橋はつなげるのが難しいけど友だ
ちと考えながら作ったよ。

「町を作ったよ」
○家を立てたり道をつなげたり、こ
んな町に住んでみたいな。

◆保育所にはKAPRA（カプラ）と呼ばれる積み木があります。その積み木は１種類の小さな木片で全て同じサイ
ズとなっています。その木片を子どもたちは、積み重ねて家を作ったり、並べて橋にしたり、時には友だちと協力し
ながら高く高く積み上げたりと自由な発想で楽しんでいます。さらに子どもたちが楽しんでいるのは出来上がったも
のを崩す時です。「カラカラカラーン」という軽やかな音は気持ちよく、崩れても悔しくない音なのです。その後「今
度は何作る？」「次はもっと高くしよう」と子どたちは創造力をふくらませています。

自然の中で心豊かにシリーズ「輝」
№138
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　戸沢サミット関連事業である史跡探訪に行ってきましたが、沼田神社
での戸沢さんさや雫石八幡宮での雫石小学校の皆さんによる青空太鼓
の演奏は素晴らしかったです！特にも寒空の下、半そで衣装で太鼓を懸
命にたたき続ける姿に胸が熱くなりました。戸沢サミットに協力いただい
たみなさん、参加していただいたみなさんに感謝です。（K）

　先日行われた、第10回雫石町親子読書のつどいでは、例年を上回る220
人の来場者でした！チラシやポスターなどを作成し、たくさん関わること
ができました。スペシャルおはなし会では馬頭琴奏者のバヤラトさんの生
の演奏がとても素晴らしく、小さい子どもから大人までたくさんの方が聞
き入っていました。改めて芸術や芸能鑑賞の大切さを感じた秋でした。（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！

　しずくいし少年少女合唱団は歌の大好きな子ども達16名で構成され、日々練習をかさ
ねています。
　今回は、合唱団のメンバーのうち、最も長く在籍している野中　彩さん（雫石中２年）
と野中　華さん（下長山小６年）の姉妹にお話を伺いました。

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21回 Ｋ編第９回〉 
しずくいし少年少女合唱団　野中　彩さん、野中　華さん

（Ｋ）少年少女合唱教
室に参加したきっかけ
を教えてください。
（野中　彩さん（以下：
彩））お母さんが、以
前合唱教室を担当して
いた先生と知り合い
で、そのつながりで入
りました。
（野中　華さん（以下：華））私はおまけでついていきました！
（Ｋ）今年で参加してどのくらいになりますか？
（彩・華）今年で８年目です。
（Ｋ）長い間続けているんですね。
（彩・華）歌が好きなので！
（Ｋ）練習していて楽しいなと思うときはどんな時ですか？ 
（彩）毎回少しずつ練習を重ねていって、最終的に歌が完成
した時です。
（華）みんなできれいにハモった時です！ 
（Ｋ）難しいなとか大変だなと思うところはありますか？
（彩）小学校５年生くらいからソプラノだけじゃなくアルト
もやるようになってきて、その時にアルトの方が難しくて、
音が取りづらいのでその点で苦労しています。ソプラノより
もアルトの方が人数が少ないから音が取りづらいんです。

（Ｋ）発表会でここを見てほしい・聞いてほしいというポイ
ントはありますか？
（彩・華）歌の情景を想像しながら歌っているので、その点
がお客さんに伝わるように歌っています。
（Ｋ）１曲１曲歌詞の意味を考えながら、情景を想像して練
習しているんですね。観客の皆さんにもぜひ歌の情景を想像
しながら聞いてほしいですね。
（彩・華）はい！

（Ｋ）雫石町の皆さんに伝えたいことはありますか？
（華）参加者の人数が増えてほしいです！
（彩）今年も去年の２倍にはなったんですけど、もっと増え
てもいいと思います。
（Ｋ）たくさんの人に発表会を見に来てもらって、一緒に活
動する仲間が増えていくといいですね。発表会に向けてこれ
からも練習頑張ってください。ありがとうございました。

日　時 　12月17日（土）　14時開演（13時30分開場）
場　所 　雫石町中央公民館　野菊ホール
入場料 　無料。中央公民館および各地区公民館で整理券を配布しています。
問合せ 　中央公民館（692-4181）

第１部　歌えバンバン、しあわせなら手をたたこう　ほか
第２部　ふるさと、めだかの学校　ほか
第３部　音楽劇　「スーホの白い馬」

歌の大好きな16人の子どもたちが野菊ホールで力いっぱい歌います！

元気いっぱいに練習に取り組んでいます。

野中　華さん 野中　彩さん
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