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　東京藝術大学音楽学部器楽科を招き、「第12回ふれあいコンサート in 雫石」
を７月29日（土）に小岩井農場まきば園で、７月30日（日）に野菊ホールで開催し
ました。
　30日（日）のメインコンサートでは、東京藝大による吹奏楽のほか、雫石中学
校吹奏楽部やしずくいし混声合唱団、童謡の滴、しずくいし少年少女合唱団に
よる合同合唱団との共演が行われ、音楽がもたらす感動を出演者と観衆が共有
する笑顔あふれるあたたかい演奏会となりました。
　本年度の東京藝術大学合宿招聘事業の詳しい模様は町HPにて公開中です。

　本年度はのべ約４万5900組（予選～決勝計）が参加した世界最大規模のピアノコンクー
ルである第41回ピティナ・ピアノコンペティション全国決勝大会が開催され、佐々木響
子さん（雫石小６年）、佐々木絢子さん親子がデュオ部門連弾中級Ａ（ペアのうち１人
は中学３年生以下の参加区分）で見事、最高賞である金賞に輝きました。
　響子さんは、「金賞は雲の上のようなもので、まさかとれるとは思っていなくて、宝
くじに当たったような気持ちだった。毎年夏休みもなく練習している。今より上の級の
上級に出て、色々な曲を弾いてみたい。」と受賞の喜びと今後への決意を語ってくれま
した。絢子さんは、「３月の入賞者コンサートでいい演奏をしたい。また、今大会で学
ぶことがたくさんあったので、指導に還元していきたい。」と指導者としての意気込み
も語ってくれました。
　上位入賞者が出演する入賞者記念コンサートが、平成30年３月25日（日）第一生命ホー
ル（東京都）で開催され、お二人も出演予定となっています。

〔7月29日～30日〕　華やかさあふれるステージで観衆を魅了！「第12回ふれあいコンサート in雫石」

〔8月18日〕　ピティナ・ピアノコンペティション　連弾の部　全国決勝大会金賞！

　町営野球場を主会場に、岩手県下より32チームが出場、地元雫石からは安庭ブ
ルーサンダースが出場しました。
　初戦は、桜城野球スポーツ少年団（盛岡市）と対戦。両チーム無得点のまま最
終回を迎えるという緊迫したゲーム展開でしたが、最終回ウラ、相手チームに１
点を奪われ０対１で惜しくも敗れました。大会は高校球児顔負けの好守好打が続
出し、応援の保護者をはじめとした観客のみなさんを興奮の渦へと巻き込んでい
ました。３日間にわたる熱戦の結果、岩手北地区代表の松尾野球スポーツ少年団
が優勝を飾り、優勝旗と、もりしん杯を手中に収めました。

〔7月29日～30日〕　出場チームが熱戦を展開！　第31回岩手県学童野球選手権「もりしん杯」

　町長旗争奪行政区対抗野球大会が、町営野球場をメイン会場に開催されまし
た。町内４地区の予選を勝抜いた16チームが熱い戦いを繰り広げ、決勝戦は安
庭行政区と五区行政区の戦いとなりました。試合は終始、安庭行政区のペース
で進行。各回着実に得点を重ねた安庭行政区が５対０で勝利し、見事優勝を果
たしました。

【優　勝】安庭行政区　　　　　　　　【準優勝】五区行政区
【第３位】矢用行政区　　　　　　　　【第３位】葛根田・駒木野行政区

〔8月14日〕　今年の優勝は「安庭行政区」！町長旗争奪行政区対抗野球大会

左から佐々木響子さん、絢子さん

安庭ブルーサンダース

　雫石町子ども会リーダー交流会（主催：雫石町子ども会育成会
連合会）は体験活動を通して仲間と行動し、友達の輪を広げると
ともに、子ども会リーダーとしての資質を向上させることを目的
として開催され、町内小学校５、６年児童10人が参加し、国立岩
手山青少年交流の家で１泊２日で体験活動を行いました。初めは
緊張した面持ちでしたが、与えられた課題を一緒に考え、挑戦す
るアドベンチャープログラムや七宝焼のオリジナルキーホルダー
作りなど、普段はできないような体験を参加者全員で楽しみ、学
校・学年の輪を超え、交流を深めていました。

〔8月８日～９日〕　友だちの輪を広げた　子ども会リーダー交流会

アドベンチャープログラム

七宝焼

優勝した安庭行政区
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　広報「教育しずくいし」は、教育委員会が取り組んでいる重点事業や課題、がんばっている子どもたちや町民の姿を紹介
して町の教育への関心を高めることを目的として、平成16年４月に「広報しずくいし」から分離し発行を開始しました。
　平成27年度からは新コーナーとして町内で活躍している方、頑張っている方を対象に、お話を伺う「シリーズ対談」を開
設するなど、さまざまな改善を図りながら発行を重ね、今月150号の節目を迎えました。
　今回は、その「シリーズ対談」を取り上げ、町民のみなさんの活躍を紹介します。
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雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」　2015（平成27）年４月号　（４月９日発行）
編集・発行 　雫石町教育委員会　〒020-0595　岩手県岩手郡雫石町千刈田５番地１　担当：社会教育課
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 019-692-6413（直通）　E-mail:shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp

　リニューアルした教育広報はどうでしたか？私のおすすめコー
ナーはもちろん「編集担当「N」の小部屋」でしょうか（笑）やっ
てみて実感したのがインタビューの難しさ。質問力を向上させて、
みなさんの所にどんどんお邪魔していきたいと思います！（Ｎ）

　先月の予告どおり、自分の中ではどーん！とリニューアルした
今月号。新企画をたくさんスタートさせましたが、目玉はやはり
協賛懸賞クイズでしょうか。最初のうちは応募総数も少ないと思
うので、逆に当選確率が高いかも？ぜひご応募ください！（Yasu）

シリーズ対談・編集担当「N」の小部屋
〈第１回〉　「雫石町ジュニアリーダーズクラブSKY」初代会長　臺

だい

野
の

　茉
ま り か

莉佳さん

臺野さんありがとうございました！SKYに関する問い合わせは会員または社会教育課に気軽にどうぞ！

新コーナー開始！

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！

聞いてきました！

　ジュニアリーダー（以下：JL）とは、中高生で構成されるボランティアグループ
に加入している生徒をいい、全国各地でクラブが立ち上げられています。雫石町ジュ
ニアリーダーズクラブSKY（小山田美咲さん会長、現在会員29人）は、月１回の定
例会を開催し、レク体験などを通じ、リーダーとしての資質を高め、富士市・雫石町
少年交流事業や軽トラ市といった町内のイベントを中心に活躍しています。活動開始
10年目という節目を迎えるSKYの発起者で初代会長を務めた臺野茉莉佳（旧姓：中
村）さんに、当時を振り返りながらお話を伺いました。

（Ｎ）まったくゼロか
らのスタートだったと
聞いていますが、きっ
かけは何ですか？
（臺野さん：以下（臺））
中学２年の時、先生か
ら県 JL 大会について
聞き、どんなイベント

か分からないまま参加してみたのですが、県内の JLが一堂
に集まる福祉イベントで大いに刺激を受け、「雫石にも絶対
つくりたい！」と燃え上がり、情報収集し役場に電話しました。
（Ｎ）中学生で役場が窓口だと分かるのもすごいですね。そ
の後はどうなったのですか？
（臺）電話やメールでやり取りをして設立に向けてのアドバ
イスをもらい、友人と相談を重ねて、担当課職員の方との打
ち合わせに臨みました。何度も打ち合わせをし３か月後には
設立総会を開き、正式にSKYを発足しました。とんとん拍
子で奇跡かと思いました！
（Ｎ）SKYという名前も臺野さんたちが決めたと聞いていま
すが、由来は何ですか？
（臺）広い空のように、広く活動できるように、将来この活
動が空のように広がっ
ていって欲しいという
考えからです。社会に
出てみると、JL の活
動のおかげで頑張れて
いる自分がいます。
（Ｎ） 活動の中で一番印象に残っていることは何ですか？
（臺）最初の富士市・雫石町少年交流事業です。設立総会か

ら３日後に交流事業があ
り、何百人の前でレクリー
ダーをしました。SKY の
中では自分がリーダーだったのに富士市の JLに怒られて、
自分の力を思い知りました。新しい課題にぶつかり、自分た
ちはどうしていこうかという方向性が見えてきた活動でした。
（Ｎ）JL の活動で心掛けていることはありますか？

（臺）１つ目は、絶対
に怒らないこと。怒る
のではなく、説明して
促す、気づかせるとい
うことを心掛けていま
す。２つ目は、失敗も
成功もさせること。自
分にも言えることなの

ですが、怪我をしないと防ぎ方が分からないし、成功しない
と自信をつけることができないからです。
（Ｎ）大人ですね（しみじみ）。JLの活動の良さは何ですか？
（臺）まずは、人の気持ちを考えられるようになります。定
例会でみんな意見を出すのですが、お互いに意見を認め合え
ます。他にもいろいろありますが、クラスの盛り上げ役も心
に傷を負っている子も受け入れる居場所がSKYです。
（Ｎ）町民のみなさんに伝えたいことはありますか？
（臺）もしも、0.1%でもSKYに興味があれば見に来たり、
会員に話しかけたり、ちょっとアタックしてみてほしいです。
SKYはみなさんが想像しているよりも10倍楽しいことをし
ているので、その芽をつぶさずに、ちらっとでも来てもらえ
ればうれしいです。やりたいことがあるときは、やってみた
ら意外とできますよ。本気になれば、なんでもできる！

あとがき
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雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」　2016（平成28）年９月号　（９月７日発行）
編集・発行 　雫石町教育委員会（担当：生涯学習課）　〒020-0555　岩手県岩手郡雫石町上曽根田114番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 019-692-4181（直通）　E-mail:shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp

　教育広報をなんとか作り終え、せっせと芸術祭の出展・出演者
募集のチラシを作成しているところです。どうしたら色々な人に見
てもらえるか、新しい人に応募してきてもらえるか、様々なチラシ
やポスターを見て研究中です。本号とともに皆さんのお宅に配ら
れますので、ぜひ見て、応募してください！お待ちしています！（K）

　お盆中、祖夫母の家に行ってきました。予定が合わず来られな
かった親戚もいましたがそれでも総勢40人を超えるほど！年齢も近
いいとこたちとは集まればすぐ何かやろうとはじまります。今回は
家の前の駐車場で大人数のビニールバレーボール大会となりまし
た。今年もにぎやかで楽しい夏の思い出になりました。（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！

　いよいよ希望郷いわて国体・希望郷いわて大会の開催が目前に迫ってきました。雫石町では、
国体正式競技「アーチェリー」、デモンストレーション・スポーツ「３Ｂ体操」が開催され、
全国障害者スポーツ大会も同様に「アーチェリー」が開催されます。
　今回は、希望郷いわて国体・希望郷いわて大会マスコットキャラクター「とふっち」に、雫
石町開催競技の見どころなどについてインタビューしました。

【競技会期】
★希望郷いわて国体　アーチェリー…………………………………………10/７（金）～９（日）雫石町総合運動公園陸上競技場
★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…………10/２（日） 雫石町営体育館アリーナ
☆希望郷いわて大会　アーチェリー…………………………………………10/23（日） 雫石町町総合運動公園陸上競技場

あとがき

聞いてきました！ シリーズ対談・編集担当「K」「K」の小部屋
〈通算第18回 Ｋ編第６回〉
　　希望郷いわて国体・希望郷いわて大会マスコットキャラクター「とふっち」

（K） 雫石町では、アーチェリー競技と３Ｂ体操が開催されます。
アーチェリー競技の魅力・見どころを教えてください。

　アーチェリー競技の魅力
は、何といっても遠く離れた
的に狙いどおりに当たった時
の爽快感。集中力がとても大
切な競技なんだよ。
　国体は３人の選手による団
体戦で行われるよ。予選ラウ

ンドでは1選手が70ｍ先の的に４分以内に６回矢を放ち、こ
れを12回繰り返し、３人の合計得点が多いチームが決勝ラウ
ンドに進むんだ。個人戦は予選ラウンドの個人ごとの結果で
決まるんだよ。

（K）３B体操の魅力・見どころを教えてください。
　３Ｂ体操は、音楽のリズムに合わせてボール・ベル・ベル
ターという３種類の用具（３つのＢが頭文字の用具）を使い、
生涯を通じて心身ともに健康な生活が送られるよう、年齢性
別に関係なく、誰にでも楽しんでもらえる健康体操だよ。家
族やお友達と楽しみながら取り組めることが魅力だね。
　国体では、県内各地から900人近い会員が出場して、いく
つかのグループに分かれ、それぞれおそろいの華やかな衣装
を身にまとって演技を発表するよ。

　スリリングな試合展開を多くの人に感じてもらえるよう、
会場内に大型画面を設置して、双眼鏡の無料貸し出しのほか、
インターネット（ユーストリーム）配信も行う予定だよ。会
場での観戦も無料なので、ぜひ見に来てね！
　それと、岩手県代表チームは、地元開催で、全県からの期
待を背負いながら、今まで町内で強化合宿を重ねてきたんだ。
リオオリンピック出場選手をはじめ、全国の強豪が出そろう
大会だけど、優勝を目指す岩手県選手団の背中を後押しする
ように、選手に対する熱い応援をお願いします！

（K）雫石町の皆さんにメッセージをお願いします。
　いよいよ国体が間近に迫ってきましたね。
　期間中は、全国から訪れる多くの方に雫石町の魅力を存分
に味わっていただき、「岩手県・雫石町って、人もまちも素
敵だな。また遊びに来たいな。」と感じていただけるよう、
観戦を含め、自分にできることを一緒にやっていきましょう。
きっと、来町する皆さんの心を射抜けるはず！

昨年７月に開催された国体デモンストレー
ション・スポーツ３B体操プレ大会の様子

みんなでいわて国体を盛り上げよう！

６月４日に開催された第16回全国障害者
スポーツ大会アーチェリー競技リハーサル大会
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雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」　2016（平成28）年1月号　（1月14日発行）
編集・発行 　雫石町教育委員会　〒020-0595　岩手県岩手郡雫石町千刈田５番地１　担当：社会教育課
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 019-692-6413（直通）　E-mail:shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp

　新年あけましておめでとうございます。昨年は、教育広報
リニューアル、個人的には引っ越しなど、変革の年であった
と思います。今年も変化を恐れずに、創意工夫をしながら、
この一年を充実させていきたいです。今年も「教育しずくい
し」をよろしくお願いします。（Ｎ）

　2015年もあっという間に終わり、2016年となりました。大
人になると時間の流れが早く感じるといいますが、本当にそ
の通りだなと実感しています。これは日々の生活への慣れか
らくるもののようなので、今年はたくさん新しいことにチャ
レンジして、楽しい１年にしたいです！（KA）

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！

　第28、30、31、32回全日本シニアバドミントン選手権大会年代別シングルスの部で見事優
勝し、３連覇を果たした横手さん。バドミントンとの出会いから現在までを伺いました。
（Ｎ） バドミントンを始めたきっ
かけは何でしたか？
（横手智江美さん：以下（横））
中学の部活で始めました。本当
はテニス部に入りたかったので
すが、当時は「エースをねらえ」
が流行っていて入部希望者が多かったんです。バドミントン
部はあまり強くなかったんですが、私の入学と同時に赴任し
てきた多田美保子先生が前任校でバドミントン部を全国に連
れて行った先生で、「私が来たからには全国目指すようなチー
ムにします。」と言われて驚きました。また、選抜されて陸
上部もやっていて、陸上を18時くらいまでやってからバドミ
ントン部に行って21～22時まで練習していたので、毎日へと
へとでした。
（Ｎ）ちなみに当時の成績というのは？
（横）中学３年生の時、私はシングルス・団体戦が県優勝で、
ダブルスの子たちも県優勝でしたね。東北大会では３位でし
た。２位になったら全国に行けたんですが、あと一歩でした
ね。高校は、当時強かった青森県の千葉学園に進学しました。
高校３年生になる直前の春の全国選抜でダブルス、団体とも
に２位で、インターハイもシードをもらっていたのに、団体
戦ではみんな精神的に崩れて負けてしまいました。個人戦で
は、応援団がみんなエースの方に行って、私は誰にも期待さ
れないから、のびのびとやって、まぐれでシングルス３位に
なってしまいました。
（Ｎ）県外の高校に行くことにご両親はどんな反応でした？
（横）県１位だからと言って、全国区の高校に行ったところ
で花が咲くとは限らないと家族は大反対でした。でも多田先
生が、「自分の力を試してみないか。声がかかる人なんてほ
んの一握りで、すごいことなんだ。」って言ってくれて。毎
日のように先生が、私よりも先に家に来て、父と話していて、
父は「そんな強い高校に行ってもやっていけるわけないんだ。
岩手の高校で一番を目指せばいい。全国で勝てなくても、全
国に行くだけですごいんだから。」と言っていて、私もそう
だよなと思いつつも、なんかやっぱり東北で負けたという悔
しさもあって…最後は私が親に、「自分でちゃんと責任取る
から行かせてください。」と頼み込んだら、父も母もポカー
ンとして、「じゃあ」って言ってくれて。自分が決めたなら
ということで。
（Ｎ）多田先生が大きい存在ですね。ところで、横手さんは
高校卒業後はどうされたんですか？

あとがき

（横）静岡県のヤマハ株式会社の
実業団に在籍しました。日本リー
グの試合にも出ていたりしたんですが、成績といったら福岡
国体の団体戦で２位になったぐらいですね。社会人でベスト
16とかで、実業団にいさせてもらえるだけでありがたいなと
いう感じでした。選手をやめてからも会社員として働いてい
たんですが、子どもを連れて雫石に戻ってきたのが14年ぐら
い前です。当時は子供が小さかったので、バドミントンも全
くできずにいました。またやるきっかけになったのが、娘が
小学校に入って手がかからなくなって、「私の人生ってこれ
でいいんだろうか？」と思った時に、「そうだ、私バドミン
トンをやっていたんだ」と思って、健康のためにやろうかな
と。そしたら、また結局若いときの思いが ってきて、勝ち
たいなとどんどんのめりこんできて、今に至ります。
（Ｎ）今バドミントンをやっていて良かったことは？
（横）健康でいられるということが一番なのと、今３連覇と
いうことで全国に出ると、全然知らない全国の選手に話しか
けられたり、応援されたりすることです。今回岩手県からの
参加者が少なく、誰も応援団がいなかったのですが、どこか
らか拍手聞こえると思うと、対
戦した選手の方が応援してくれ
たりして、バドミントンでつな
がる人の輪というのがすごいな
と思って（泣）。「横手さんを目
標に頑張ります！」とか言われ
ると、目標とされるほど立派ではなくて、ただ好きでやって
いるだけなんですが、そう言われると、やってきて良かった
なと。バドミントンを通じて自分でも人間の幅が広がるとい
うか、いろんないい思いも辛い思いもしているなと思います。
（Ｎ）町民のみなさんに伝えたいことは何ですか？
（横）私が丈夫なのって、実家のお米をすごい食べているから
かなと。スポーツ選手を見ていても、やっぱり食べるというこ
とは人間の基本で、雫石のお米をいっぱい食べたらみんな丈
夫になるんじゃないかなと思います。あと、今子どもたちもス
ポ少とかが土日もあって大変だと思いますが、農家を手伝う
と、その大変さとかお米のおいしさがわかるし、こうやったら
楽にできるんじゃないかとか考える力もついて、スポーツに
もつながるんじゃないかなと。私自身もですが、バドミントン
だけじゃなくて、いろんなところに目を向けていったら、もっ
とスポーツ選手としてもプレーに幅が出て、人間的にも強く
なるんじゃないかなと思います。

〈第10回〉 全日本シニアバドミントン選手権大会で３連覇を果たした　横手智江美さん
聞いてきました！シリーズ対談・編集担当「N」「N」の小部屋
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　今年の成人実行委員会企画は「新成人の主張」でした！私の時は
このような企画はなかったので、会場が笑顔に包まれるこの企画は
とてもステキだなと思います。ついこの間成人式に出たような気が
していますが、月日が経つのはあっという間ですね…。今年度も残
り少ないですが、楽しく充実した日々を過ごしたいです！（K）

　今年は家族に厄年の者がいるので平穏無事に過ごせるよう神社で
厄払いしてきました。なんだかスッキリ！（単純な私）その後、引
いたおみくじは、大吉！喜んでいるのもつかの間、書いてある文言
の中に、願い事・万事心任せです。安心油断大敵…。うーん…やは
り地に足を付けてがんばりましょうということですね。（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！

　雫石町成人式を１月８日（日）に中央公民館野菊ホールで開催し、対象者159人のうち117人が出
席しました。本町では、平成27年度より新成人の中から成人式実行委員を公募し、実行委員会企
画を開催しています。今年度も公募による実行委員会を組織し、新成人のみなさんに委員として
活躍していただきました。実行委員のみなさんを代表して、委員長の杉下佳奈子さんと委員の上
森合菜帆さん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」「K」の小部屋
〈通算第23回 Ｋ編第11回〉 
平成29年雫石町成人式　実行委員会　委員長　杉下佳奈子さん、委員　上森合菜帆さん

（Ｋ）今回、なぜ実行委員会
に参加しようと思ったのです
か？
（杉下佳奈子さん：以下（杉））
成人式という大人としての節
目に関わる行事に携われるの
なら、と思って応募しました。

（上森合菜帆さん：以下（上））たった１度の成人式なので、
１番記憶に残るような式にしたいと思い、応募しました。
（Ｋ）成人式を迎えるまでに話し合いを重ねてきましたが、
実行委員をやってみてどうでしたか？
（杉）私は、都合がつかなくて後半の話し合いは全然出られ
ませんでしたが、みんなでうまくまとめてくれたなと思いま
す。おもしろい企画をみんなで考えて、提案して、できたの
でよかったなぁと思います。
（上）初めのうちはまとまりがなかったんですけど、みんな
やるところはしっかりやってくれたので、とてもよかったと
思います。

（Ｋ）成人式本番はどうでしたか？
（杉）ちょっと笑いをとりにいっている企画だったので、し
らけたらどうしようかな、と思っていたんですけど、予想以
上に新成人のみなさんに楽しんでもらえて、やってよかった
なと思いました。
（上）すごく楽しかったし、やってよかったです。去年やった
先生たちの感謝状もよかったですが、今年の新成人の主張と
いうのが今後の歴史になっていけばおもしろいなと思います。

（Ｋ）今後の目標や挑戦してみたいことはありますか？
（杉）登山に挑戦してみたいです！今までなまけていた
ので、体力づくりをしていきたいなと。仕事にもいかせるか
なと思いますし、体力と心と鍛えて、忍耐強くなりたいです。 
（上）今後の目標は、今通っている学校の国家試験で資格を
とって、いいところに就職して、お金を貯めて雫石町にログ
ハウスを建てて大型犬と一緒に暮らします！雫石町にずっと
住んでいたいので。
（杉）私も雫石町にずっと住んでいたいです！
（Ｋ）最後に雫石町の皆さんにメッセージをお願いします。
（杉）私は雫石町がすごく好きなので、若い人中心にもっと
活気のある町にしていけるように、自分も含めて、もっと頑
張っていきましょう！
（上）新成人の主張を今後続けて、恒例化してほしいです！
新しい事をどんどん雫石町でやって、次の世代に引き継いで
いって “恒例の○○”が増えたら面白いし、もっと活性化し
ていくんじゃないかなと思います。 
（Ｋ）貴重なお話、ありがとうございました。

左から上森合さん、杉下さん

実行委員会の皆さん

成人式実行委員会企画「新成人の主張」

中学生当時の思い出
を交えて発表してく
れました

企画を楽しむ新成人たち
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　５月号ではインタビューに初挑戦！今までは掲載用写真
を撮っていたので、初めての経験にとても緊張しました。
みなさんの知りたい情報になっているでしょうか？たくさ
んの魅力的なお話を引き出せるよう取材力をつけてくこと
を目標に頑張ります！（K）

　１年ぶりのあとがき執筆です。入庁18年目にして初めて
勤務地を移動し、新しい環境で日々の業務に取り組んでい
ます。今年は戸沢サミットをはじめ、事業も盛りだくさん！
転んでケガしない程度に頑張りまーす。（Yasu）

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！

　今年３月11日、国の文化審議会から、雫石町上野下沢田にある上和野馬頭観世音堂
（本堂・旧堂）を国登録有形文化財に登録すべきとの答申が出されました。近日中に
正式に登録となる予定ですが、町内では平成８年の小岩井農場内の建造物（本部事務
所ほか）９件に次ぐものです。

あとがき

聞いてきました！ シリーズ対談・編集担当「K」「K」の小部屋
〈通算第14回 Ｋ編第２回〉 上和野馬頭観世音堂所有者（代表） 岩持斗季子さん

上和野馬頭観音堂の起源
や歴史を教えてください。
　大正三年にここのお堂
（本堂）は総ケヤキ作り
で建立された、と残って
おります。きっかけとい
うのが、祐助さんの代に
馬をいっぱい飼ってまして、そのうち大事な馬が行方不明に
なってしまって、願をかけたんだそうです。「どうか大事な
お馬が戻ってきますように、無事に戻ってきたらここにお堂
を建立させていただきます」と。幸い馬が戻って来てくれた
ので、ありがとうございますという事で建立したと伝えられ
ております。
登録有形文化財に申請しようと考えたきっかけは何ですか？
　登録有形文化財への申請は地震がきっかけだったんです。
５年前の３月11日の地震の後に文化庁からのドクター派遣
で、何か被害がなかったですかと聞かれて。元禄時代の石製
の馬頭観音像がひっくりかえって棚が割れて、木製の馬頭観
音像も破損して、やっぱり地震対策をしなきゃって。全く無
防備だったなとすごく感じています。その時に調査に来て下
さった方から、百年以上たっていて、総ケヤキ作りの建物で
彫り物も十分国の登録有形文化財になりうるものだから申請
しますか？となって、はじめてそのようなお話をいただきま
した。
みどころや魅力は何ですか？
　その当時このくらいのケヤキを乾燥したものをどうやって
調達したのかが気になりますね。天然のものを山から切って
何年間もさらして自然乾燥させて、だからすぐ作られたもの
ではなかったんではないかと思われます。早大な準備期間が
あったのかなと。

　また、やっぱり一番は髙橋
円満蔵（えまぞう）さんの彫
刻ですね。見れば見るほど重
厚で力強さを感じさせられる
というか。ケヤキ自体がとて
も堅い木なので相当の技術を

持った方でなければこういう彫刻は難しいと各先生方もおっ
しゃっていました。この方は東北の左甚五郎さんと言われた

方で、ここの上和野地区で半年ほど寝泊りして彫る仕事をし
てらしたという話があるけれど棟札に名前がないのでそれが
ちょっとミステリー。名前をいろいろ変えてらっしゃったと
いうこともあるようです。はっきりしないところもあります
が、円満蔵さんの作った彫り物のお寺さんが秋田にはまだ
残っていて、同じ彫り方をしてらっしゃるそうで、円満蔵さ
んのお孫さんにあたる方が見にいらして、やっぱりうちの
さんの特徴があると言ってらしたそうです。何か証明するも
のがあればいいなといつも思っているんですけどね。
登録有形文化財答申が出されたと聞いたとき、どのようなお
気持ちでしたか？
　答申が出された日が３月11日で、３月11日の大震災がきっ
かけで登録有形文化財のお話をいただいたので、なにか不思
議なご縁を感じました。地域の方々からお力をいただいてそ
うなったのでしっかり守っていかなきゃいけないなと。
今後の課題というのは何かありますか？
　古くなってきて、この間のような強風だったり自然災害か
らきちんとこのお堂を守っていかなければと。地域の方々
だったり教育委員会の方々だったり、皆さんからお力をいた
だいてやっていかないとだんだん難しくなってきているなと
感じます。
最後に雫石町の皆さんに伝えたいことはありますか？
　雫石の町には、地域にすばらしい伝統文化がたくさんある
のを私は何も知らなかったんだなと痛感してるんです。史談
会などでお話聞いてもそうだったんだなあと。知られてない
伝統文化をきちんと後世に正しく子どもたちに伝えていかな
きゃいけないなと痛感しています。

　岩持斗季子さんは、日頃教育委員として町の教育行政の進展に尽力されていますが、今回は、観世音堂の所有者（代表）と
して、特にも大正３年に建立された本堂について語っていただきました。

〈上和野馬頭観世音堂（本堂・旧堂）　略図〉

上和野馬頭観世音堂　本堂上和野馬頭観世音堂　本堂
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　平成16年４月の第１号から13年間、時には原稿、時には取材、
時には見守り（？）と、ずっと関わってきました。懸賞クイズ、
しずくいしギャラリー創設などを経て、ついにフルカラー10ペー
ジにグレードアップ！これからは一読者として楽しみたいと思
います。皆さん今までありがとうございました！（Yasu）

　教育しずくいしがリニューアルしました！紙面づくりの参考
に全国の広報誌を見ては、工夫の施された紙面に感心していま
す。下長山小学校３年生の新聞も素晴らしく、感動しました。
私も皆さんに「読みたい！」と思ってもらえるような広報作り
を心掛け、また１年頑張りたいと思います。（Ｋ）

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！

　下長山小学校３学年で作成した学習新聞「小岩井新聞」・「スーパー新聞」・「大豆
新聞」が第66回全国小・中学校 PTA新聞コンクールの学習新聞の部において、全
国の優秀賞にあたる「毎日小学生新聞賞」を受賞しました。また、２週間に１回発
行している学級新聞「よつ葉」は、学級新聞の部で入賞しました。そのことが評価
され、晴れて教育委員会表彰の受賞となりました。今回は、新聞を作成した下長山
小学校３年生の皆さんに感想を伺いました。

あとがき

聞いてきました！ シリーズ対談・編集担当「K」「K」の小部屋
〈通算第25回 Ｋ編第13回〉 下長山小学校３学年のみなさん
　　（※取材は３月に行いました。学年は平成28年当時のものです。）

　三年生で初めて新聞を作って、初め
は、細かい字だし、長い文章とか見出
しを書いたりするのが大変だったけ
ど、いっぱい書いていくうちに上手く
なっていって、賞にも入れたのでよ
かったです。リーダーをやってみて、
文章にアドバイスをするのが大変でし
た。

土樋　燕さん
（リーダー）

　最初は、コピーしても写らないぐら
い文章が薄かったけど、新聞を書いて
いくうちに自信がついてきて、普段書
く作文とかも濃く書けるようになりま
した。文章を区切る点をあんまり打っ
ていなくて読みづらかったので、そこ
に気を付けて書くのが大変でした。鈴木　康生さん

　すごく大変だったけど、やっていく
うちにどんどん上手になってきたから
面白かったです。
　最初に副リーダーをやることになっ
た時はびっくりしたけど、燕さんと協
力してできたので楽しくやれました。

浦田　朋佳さん
（副リーダー）

　初めて作った時は、字も汚かったけ
ど、どんどん上達して、ここまで上手
くできたので良かったです。あと、新
聞を作ってみて文章力もあがって、字
も綺麗になって良かったです。

今野　太郎さん

　最初はあんまりできなかったけど、
やっていくほど上達して、文章の書き
方を覚えていって、できるようになり
ました。新聞に絵やグラフを描くとこ
ろがあって、だんだんグラフとかも書
けるようになってきて楽しかったです。 細川　唯さん

　最初は文がすらすら思いつかなかっ
たけど、たくさん書いていくうちにす
らすら思いつくようになりました。何
回も直されて大変だったけど上手に出
来ました。

上澤田　晏奈さん

　最初は文章もぐちゃぐちゃだったけ
ど、燕さんと朋佳さんからアドバイス
を受けながらやっていったらどんどん
上達して、２人に頼らず１人で文章を
書けるようになってきました。文章力
も上がってきたって言われて、新聞は
ちょっと大変だけどみんなと協力し
て、努力すればできるんだなと実感し
ました。

柿木　琉之介さん

　最初はちょっとしか書けなかったけ
ど、書いていくうちにちょっとずつ書
けるようになって良かったです。字を
丁寧に見やすいように気を付けて、頑
張って作りました。長坂　陽斗さん

　最初は書けるかなって思ってたけ
ど、だんだん慣れてきて、上手に書け
るようになりました。文を考えたり、
見出しを濃くして見えやすくしたりす
るのを頑張りました。今野　莉那さん

第121号（平成27年４月）
雫石町ジュニアリーダーズ
クラブ「SKY」　　　　　

　記念すべき第１回がスタート。初
代会長の臺野茉莉佳さんが「SKY」
を設立したきっかけや活動にかける
思いを話してくれました。

第138号（平成28年９月）

とふっち
　いよいよ開催間近！希望郷いわて
国体・いわて大会マスコットキャラ
クターのとふっちに雫石町開催競技
であるアーチェリー・３B体操の見
どころを紹介してもらいました。

第130号（平成28年１月）

横手智江美さん
　全日本シニアバトミントン選手権
大会で３連覇！バトミントンを始め
てから現在までを伺いました。（横
手さんは平成28年11月に見事４連覇
も果たしています。）

第143号（平成29年２月）

成人式実行委員
　思い出に残るような成人式にした
いという思いで実行委員会に応募
し、企画・運営に携わった委員長の
杉下佳奈子さん、委員の上森合菜帆
さんにお話を伺いました。

第134号（平成28年５月）

上和野馬頭観世音堂
　上和野馬頭観世音堂が国登録有形
文化財に登録すべきと答申があった
ことから、代表の岩持斗季子さんに
歴史や魅力について伺いました。

第145号（平成29年４月）

下長山小学校３学年のみなさん
　みんなで作った学級新聞が全国
小・中学校 PTA新聞コンクール学
級新聞の部で、全国の優秀賞に当た
る「毎日小学生新聞賞」を受賞！作
成した感想を伺いました。

　インタビューに答えていただいたみなさんありがとうございました。今後も輝ける町民の
みなさんの活躍を紹介していきますので、シリーズ対談にご注目ください！
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『清心尼』 　松田十刻／著（盛岡タイムス社）

　八戸の根城南部氏八戸家当主の
正室だった祢々（ねね）は、夫の
急死後、未亡人ながら家督を継
ぎ、二十一代当主清心尼（せいし
んに）となった。数奇な運命を経
て、遠野に赴くことになった清心
尼は、遠野鍋倉城の城主となり、
遠野の礎を築いた。
 盛岡市生まれの著者描く歴史大
河小説です。ぜひ図書館でご覧く
ださい。

【開館時間】 9：00～17：00
　　　　　 （水・金曜日は18：00まで）
【９・10月の図書館休館日】
　毎週月曜日（ただし、10月９日は祝日開館し、10日
を休館とします。）

　天文学、星座、宇宙に関する
本を展示しています。
【期間】10月１日（日）まで
【場所】図書館企画展コーナー

企画展示「宇宙へ…」

しずくいしおはなし会
日 ９月23日（土）11：00～11：30　場 町立図書館
★「これはすいへいせん」　谷川俊太郎/文ほか
　４月から第２、４土曜日の月２回開催しています。
　10月は14日（土）14：00～14：30と
　　　　28日（土）11：00～11：30です。

たんぽぽおはなし会
日 ９月21日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
★えほん「うどんできた！！」
★紙芝居「もりのぶらんこ」
★工　作「あとであそぼう」　ほか

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 10月２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

旧南畑小学校でアーチェリー岩手県代表チームが強化練習（合宿）を行いました！

　今年のスペシャルおはなし会は、「読み聞かせ」と「理科実験」を組み合わせた「読
み聞かせサイエンスショー」です。また、対象年齢ごとの読み聞かせや、雫石語りっ
この会による昔語りなど、ご家族で楽しむことができますので、ぜひご参加ください。
 日　時 　９月30日（土）９：00～11：30（受付８：30～）
 場　所 　中央公民館
 内　容 

　昨年の希望郷いわて国体・希望郷いわて大会において、アーチェリー競技が雫石町で開催された繋がりから、８月16～
18日の３日間、岩手県アーチェリー協会合宿を、旧南畑小学校の校庭で実施しました。
　今回の強化合宿は、８月19・20日に秋田県で開催された東北総合体育大会に向けたもので、岩手県代表の12人の選手と
２人の監督が大会に向けて調整・練習を行いました。選手・監督は、町内の施設に宿泊し、18日の午前中まで練習した後

～本の楽しさを伝えあおう！～第11回雫石町親子読書のつどい

【オープニングセレモニー】９：00～９：15　　小学生のお友だちがおススメの一冊を紹介します。
【読み聞かせおはなし会】　 ９：20～９：50　　 幼児、小学１年生、２年生、中学年、高学年以上の計５会場で読み聞かせ

を楽しみましょう。
【スペシャルおはなし会】　 ９：55～10：35　「読み聞かせサイエンスショー」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：雫石町教育委員会指導主事　南幅正勝さん
【雫　石　の　昔　話】　　 10：40～11：00　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】11：00～11：10　感想発表で交流した後は、プレゼントをもらってね☆

☆ふれあい広場にて、10月８日（日）まで本の交換会も開催します！

に、東北総体の会場である秋田県へ向かいました。大会の結
果は、少年男子は５位で国体出場を逃したものの、成年男子
が１位、少年女子と成年女子が２位で国体出場を決めました。
　国体に向けた強化合宿も９月16日（土）～18日（月）に旧南畑
小学校で行われます。国体でのさらなる活躍が期待されま
す！
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心豊かに暮らせるまちへ…　大会結果・スポーツ情報生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

男子優勝、女子準優勝に輝く！　岩手地区中学校陸上競技大会（敬称略）

町内スポーツ結果報告

東北中学校総合体育大会結果（敬称略）
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第６回 「プルオーバー」編

【男子】学校対抗　優勝　雫石
　１年100 m ４位　八幡翔我
　２年100 m １位　細川翔汰
　３年100 m １位　向野理央
　共通200 m ２位　向野理央
　共通400 m ２位　下又奎人
　共通800 m ２位　横欠秀斗
　１年1500 m ３位　高橋心太朗
　２年1500 m １位　若林夢希
　３年3000 m ２位　高橋優斗
　共通110 mH ３位　中村涼真
　共通400 mリレー　３位　雫石
（高前田涼斗、向野理央、瀬川颯汰、
竹原悠也）
　低学年400 mリレー　１位　雫石
（高藤集功、細川翔汰、吉田流華、
八幡翔我）

　共通走高跳 ５位　田中和采
　共通棒高跳 １位　村田憲翔
　共通走幅跳 １位　高前田涼斗

【女子】学校対抗　準優勝　雫石
　１年100 m ４位　古川莉子
　２年100 m １位　澤田夏芽
　３年100 m １位　徳田侑奈
　共通200 m １位　澤田夏芽
　共通800 m ２位　徳田歩美

　１年1500 m ７位　阿部花菜
　２年1500 m １位　鈴木莉那
　３年1500 m ２位　高橋ノエル
　２・３年110 mH ２位　古川莉子
　共通400 mリレー　２位　雫石
（高橋玲美、徳田侑奈、田村悠夏、
徳田歩美）

　低学年400 mリレー　３位　雫石
（佐藤佳乃、澤田夏芽、古川莉子、
中田美佳）

　共通走高跳 １位　高橋玲美
　共通走幅跳 ６位　渡辺里奈
　２・３年砲丸投 ８位　小西　光

◎雫石町ＯＢ野球大会《８月20日：鴬宿運動場》
優　勝　　御所地区体育会
準優勝　　雫石体育会

第３位　　御明神体育会
第４位　　西山体育会

★陸上　青森県青森市（８月９～10日）
【男子】共通100ｍ　　向野　理央　予選敗退
　　　 共通800ｍ　　若林　夢希　予選敗退
　　 　共通走幅跳　　第８位　高前田涼斗　

【女子】２年100ｍ　澤田　夏芽　予選敗退
　　　 ３年100ｍ　徳田　侑奈　予選敗退
　　　 共通1500ｍ　桐山はる菜　予選敗退

★水泳　福島県いわき市（８月７～９日）　女子　400ｍ個人メドレー　山本ひより　予選敗退

　上半身を鍛えるトレーニング器具の紹介です。この器具で鍛えられる主な筋力は、上半身の広背筋（背部の筋肉のうち、
下方に三角形をなす筋肉）と大胸筋（前胸部の最も広く、大きい筋肉）です。

　８月24日（木）、岩手県営運動公園内で岩手地区中学校陸上競技大会が開催され、全校応援のもと、男子は優勝、女子は
準優勝を果たしました。

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。

 POINT 　ケガの原因にもなりますので、反動は付けずにトレーニングをしてください。

①ウェイトをセットし
座席シートを調整しま
す。
　肘をパッドに当て、
後方のバーに手を軽く
添えます。

②背筋を伸ばし、肘で
パッドを押しながら出
来る限り後方まで引き
下げます。
　基本は、１・２のリ
ズムで押して１・２・
３・４のリズムで戻し
ます。

走高跳　高橋玲美さん

全校応援
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　町教育委員会では、平成30年４月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を実施します。
　対象となるお子さんのご家庭には、９月中旬までに受診日時や場所などのお知らせを郵送
しますので、ご確認の上、必ず受診してください。
　なお、お知らせが届かない場合や当日都合がつかない場合、学校教育課（692-6412）まで
ご連絡ください。

新入学予定児童の健康診断を実施します

6 広報●教育しずくいし●2017●9●No.150●

教育委員会定例会リポート/タイムカプセルの掘り起こし／新入学予定児童の健康診断教育委員会定例会リポート/タイムカプセルの掘り起こし／新入学予定児童の健康診断教育行政・学校のページ

― 7月定例会　質疑応答編 ―
　7月の定例会では、御明神地区統合小学校の運動着の色の検討、校章デザインおよび校歌の歌詞およびフレー
ズの募集、小学校における「道徳」の教科化、中央公民館の改修工事の内容などが話し合われました。

― 8月定例会　議案編　以下の案件が可決されました ―
１． 雫石町総合運動公園等施設管理運営協議会設置要綱の制定に関し議決を求めることの専決処理の報告につ

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）

教育委員会定例会リポート教育委員会定例会リポート（（７７・・８８月）月）

　７月の臨時会では、御明神地区と西山地区の小学校統合に係る「使用する校舎」、「統合の時期」および「校名」、
御所小学校に建築する体育館の構造、用途、設置場所および外構の整備内容などが話し合われました。

― 7月臨時　質疑応答編 ―

卒業生によるタイムカプセルの掘り起こし

 〔8月15日〕　上長山小学校（平成19・20年度卒業生） 
　上長山小学校の平成19・20年度卒業生とその保護者、当時の担任の先生が、10
年前に埋めたタイムカプセルの掘り起こしを行いました。タイムカプセルは「実
のなる森」の看板の下に埋められていることを卒業アルバムで確認しながら、当
時の６年生を中心に一斉に掘りました。「上小５・６年～タイムカプセル」と書
かれたタイムカプセルが見えると全員から歓声が上がりました。開封は、校舎の
中庭で行われ、10年後の自分への手紙、家族からの手紙、写真、CD、人形など
が入っており、集まった全員で10年前を懐かしみました。
　このタイムカプセルの掘り起こしの日は、10年前の埋めた日に決めていたもの
で、「2017年８月15日に集合する」というマグネットをそれぞれ忘れずに持ち続け、今回の集合となりました。「閉校にな
る年に開けることができてよかった」「今日のことは一生に残る思い出になる」などと感想を言い合っていました。

 〔８月６日〕　下長山小学校（昭和55年度卒業生） 
　下長山小学校の昭和55年度卒業生が、37年前に埋めたタイムカプセルの掘り起
こしを行いました。タイムカプセルは旧下長山小学校校舎の校長室前に埋めたと
いう記憶しかなく、現在の新校舎建築の際に、埋めてある場所が移動していたた
め、タイムカプセルの石碑をたよりに約２時間掘りました。コンクリートの石の
蓋が見つかりましたが、人力では引き上げることができず、ユニックを頼み、引
き上げました。タイムカプセルに入っていた思い出の物は、写真、カセットテー
プ、自分への手紙、ウィスキー、グローブなどが入っており、卒業生は「懐かし
い」と言いながら37年前の記憶を蘇らせていました。

　このタイムカプセルの掘り起こしは、今年５月に同級生が亡くなり、みんなで集まった際に、タイムカプセルの話が出
たことをきっかけに行ったものです。今年度で最後の下長山小学校となることもあり、とてもいい機会だったとみんなで
語り合っていました。
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　雫石中学校

　５月30日「ごみゼロの日」、３年生143人が仙岩トンネルから
雫石バイパス西口までの12 kmを８グループに分かれ、側溝や
草むら深くまで、タバコの吸殻や空き缶、ペットボトルなどを
回収しました。今年で40回目を迎えたこの活動は、社会に温か
い心の輪を広げたとして、「小さな親切運動」本部より、「小さ
な親切」実行章を贈呈されました。地域の方々と一緒に行って

　部活動によるボランティ
アにも積極的に参加してい
ます。吹奏楽部は、９月の
敬老会の他、たくさんの演
奏の機会を得て、多くの
方々に喜ばれています。
　家庭部は、昨年度行われ
た希望郷いわて国体、いわ

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

１年　黒
くろさわ

澤　凛
りん

さん
○木と道路を描くのがとても大変でし
た。影と光を表現するのと道路を表現す
るのが難しく何度も塗り直していくうち
にだんだんそれっぽくなってきました。

◆奥行きのある構図に鮮やかに花が咲い
ている様子を表現しています。遠くに行
くに従って色味が変化しているようすな
ど、色彩が細やかな作品になっています。
（美術・尾藤文則）

２年　新
し ん や

屋　倖
さち

さん
○母の実家の田んぼを描きました。光の
反射を表現するために木とか周りの物の
陰が水に映っている感じで水の光を表現
できるように頑張りました。

◆初夏の頃の水を張った田んぼの様子
を、光に注目しながら美しく仕上げま
した。丹念に時間を掛けて様々な光
が変化している様子が見て取れます。
（美術・尾藤文則）

３年　谷
や ち

地　夏
なつ

美
み

さん
○家の前の坂道から家を見たときの景色
を描きました。少し気になるところはあ
りますが、時間を掛けてよく見て描けた
のでよかったし、描いていて楽しめたの
で良かったです。
◆夏独特の光の強さと陰の濃淡がバラン
ス良く表現されています。また、優しい
タッチの植物の部分と力強い入道雲の対
比が絵の中心の建物で調和している美し
い作品になっています。
（美術・尾藤文則）

て大会において、大会ボランティアとして活躍した取組を
生かし、６月の100 kmマラソン、８月のボランティアフェ
スティバルでの炊き出しの活動や、職員玄関におもてなし
の花を飾る活動などを行っています。また、自分たちで土
作り・種まきから行っている畑作で収穫された野菜で作っ
たお惣菜やランチは先生方からも大好評です。
　雫石中の生徒たちは、地域の方々からのご指導をいただ
きながら思いやりの心やおもてなしの心をもって育ってい
ます。

いる慰霊の森清掃などの地
区清掃活動も、町内の環境
美化のための大切な活動と
なっています。

ボランティアフェスティバル
での炊き出し

国道清掃

小さな親切実行章

「ボランティア活動を通して、育てたい思いやりの心・おもてなしの心」「ボランティア活動を通して、育てたい思いやりの心・おもてなしの心」シリーズ「輝」シリーズ「輝」
№147№147 副校長　大久保　浩一

　「感謝する心をもち、相手の立場を考えた行動ができ
る。」これは、雫石中学校まなびフェストにも掲げてい
る、育てたい生徒像の一つです。
　本校では、教育活動に様々なボランティア活動を位置
づけ、計画的に推進しています。主なものは、次のとお
りです。

　・生徒会エコキャップ運動（通年）
　・３年生国道清掃（５月）、福祉体験（８月）
　・慰霊の森清掃、他地区清掃活動（７・８月）
　・吹奏楽部演奏（８・９・10・11・２月）
　・家庭部ボランティア（６・８・10月）
　・雪んこ見守り隊（１・２月）※有志
　・各種募金、書き損じはがきの回収（随時）
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皆さまの観戦をお待ちしております！　【問い合わせ】　町営体育館（692‒5030）

 日　時 
【５期】10月３日～12月５日（毎週火曜・全10回）
　　　 10時～11時30分　
【６期】10月５日～12月14日（毎週木曜・全10回）
　　 　10時～11時30分　※11月23日は休講
【６期：夜間の部】
　 　　10月５日～12月14日（毎週木曜・全10回）
　　　 19時～20時30分　※11月23日は休講
 内　容 　 マシントレーニング・バランスボールなど体

力や年齢に応じたプログラムの作成・実践
 対象・定員 　町内在住の方、それぞれ先着10人
 費　用 　2,700円（体育館使用料・保険料含む）

枠内の教室は、いずれも町営体育館で行います。また、
講師は雫石町体育協会スタッフです。

 申　込 　９月22日（金）～９月29日（金）までに町営体
育館へ（受付：692-5030　８：30～）

 日　時 
【５期】10月３日～12月５日（毎週火曜・全10回）
　　　 16時30分～18時　
 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・バトミント
ン・ティーボール・バスケットボールなど）

 対象・定員 　町内在住の小学生、それぞれ先着10人
 費　用 　1,700円（体育館使用料・保険料含む）

 日　時 　10月５日～11月30日（毎週木曜・全８回）　
　　　　 16：30～18：00　※11月23日は休講
 内　容 　 ラージボール卓球、ターゲットバードゴル

フ、スポンジテニスなど
 対象・定員 　 町内在住で、高校入学後もスポーツ活

動を続けたい中学３年生・先着10人
 費　用 　1,700円（体育館使用料・保険料含む）

雫石ジュニア・アスレティック教室

中学３年生スポーツ教室

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室

 日　時 　10月22日（日）６：50町役場玄関前集合
　　　　 ※町マイクロバスで移動します。
 場　所 　福島県福島市「吾妻小富士」「浄土平」　

吾妻小富士は、秀麗小型の富士山を思わせ、
地元福島市民に古くから親しまれている名
山です。

 ガイド 　雫石町山岳協会のみなさん
 対象・定員 　町内在住または勤務の方・先着35人
 費　用 　 1,500円（保険料含む）を申し込み時に徴収

します。
 申　込 　
 ９月23日（祝・土）～10月９日（祝・月）
までに町営体育館へ（692-5030）

　アーチェリーは老若男女・障がい者が一緒のルール
で楽しめ、生涯スポーツとして最適なスポーツです。
　年々、シニアアーチャーが多くなっています。あな
たも体験してみませんか！参加をお待ちしています。
 日　時 　９月28日（木）、10月５日（木）、12日（木）
　　　　 13：00～15：00
 会　場 　 盛岡市太田テニスコート緑地　アーチェリー場
 主催・協力 　 雫石町アーチェリー協会・盛岡市近郊

シニアアーチェリー倶楽部
 対　象 　45歳以上の方
 用　具 　協会が準備します
 会　費 　2,000円（３回）
 申し込み 　９月25日（月）まで（692-6034／藤村）

雫石町民ハイキング 2017　第１回雫石町シニアアーチェリー体験教室

日　程 大　会　名 場　所

9
月

16日（土）～17日（日）
平成29年度岩手地区中学校新人大会バレーボール競技 町営体育館
岩手県早起き野球選手権大会 町営野球館

23日（土）～24日（日）
第25回棗杯小学生バレーボール大会 町営体育館
第25回棗杯野球交流大会 鴬宿運動場

30日（土）
東北少年軟式野球新人大会 町営野球館
町スポーツ少年団秋季野球大会（～10月１日（日）まで） 鴬宿運動場

10
月

１日（日） 第10回清水隆一杯岩手県中学生新人野球大会 町営野球場

14日（土）～16日（月）
岩手県高校新人大会アーチェリー競技 町営陸上競技場
岩手県高校新人大会ソフトボール競技 鴬宿運動場
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平成28年度からスタートした中央公民館吹奏楽教室受講生による初めての発表会です。
 日　時 　10月21日（土）　18：30開演（18：00開場）
 場　所 　中央公民館　野菊ホール
 演奏曲目 　ブリリアントマーチ、スタジオジブリ名曲集、南部蝉しぐれ　ほか
 入場料 　無料　※ただし入場整理券が必要です。無料託児室あり。
 入場整理券配布場所 　中央公民館・各地区公民館
 問合せ 　中央公民館（692-4181／受付：平日８：30～17：15）

　「ひっつみ」と「キノコのおやき」を作ります。
 日　時 　10月18日（水）　10時～13時
 場　所 　中央公民館　調理実習室
 講　師 　町食生活改善推進員連絡協議会のみなさん
 定　員 　先着15人
 受講料 　１人500円
 申　込 　10月６日（金）までに中央公民館へ
　　　　 （692-4181／受付：平日８：30～17：15）
＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

 日　時 　９月23日（土）18：30開演（18：00開場）
 場　所 　中央公民館内特設会場
 鑑賞料 　１人500円（高校生以下無料）
　　　　 ＊鑑賞には申し込みが必要です。
　　　 　＊未就学児は入場できません（無料託児室あり）
 作　品 　「栞の恋」　朱川湊人/著（新潮文庫刊「かたみ歌」所収）
 申　込 　中央公民館（692-4181／受付：平日８：30～17：15）

 公演日 　平成30年２月11日（日・祝）、２月12日（月・振替休日）　両日とも昼公演 
 対　象 　町内に在住または勤務している方
 練　習 　 10月中旬から稽古を始めます。10月は週１回、11月～12月は週３回程度、１月～本

番までは進行状況によって稽古回数が増えますのであらかじめご了承ください。
 募集締め切り 　９月25日（月）　　
 申込・問い合わせ 　雫石町民劇場実行委員会　中央公民館（692-4181　平日８：30～17：15）

料理のレパートリーをさらに増やしましょう！
中央公民館料理教室「厨房レッスン」

第１回雫石町吹奏楽教室発表会　～１人では絶対出せない音がある。～

雫石なんだり鑑賞教室～朗読編～「栞の恋」

岩持　河奈子　作「鶯宿温泉シンデレラ（仮題）」

第15回雫石町民劇場上演作品決定！　キャスト＆スタッフ大募集第15回雫石町民劇場上演作品決定！　キャスト＆スタッフ大募集

　平成29年2月23日付け官報告示により小岩井農場内の建造物21棟が、日本におけ
る近代農場の発展過程を知るうえで重要であるとして、雫石町内では初めての国指
定重要文化財となりました。このコーナーでは指定された建物について紹介します。

　倶楽部　　建設年：大正３年
　来客の応接・宿泊用、従業員の集会施設として建設され、部屋ごとに多様な
つくりになっています。当初の建物は明治32年に建設、大正３年に現在の場所
へと移築され、昭和２年に大規模な改修が行われていますが、大正初期の迎賓
施設の特徴が残され、小岩井農場の歴史を示す重要な建築のひとつです。

近代農場の発展を今に伝える国指定重要文化財「小岩井農場施設」（第４回）

　昭和初期の森林軌道の面影を追って、今年度は西山
方面をめぐります。
 日　時 　10月14日（土）　※荒天時は翌日15日開催
 時　間 　８：45中央公民館集合・出発　15：30終了予定
　　　 　※町マイクロバスで移動します。
 場　所 　西山地区森林軌道跡　ほか
 講　師 　滴石史談会　関敬一さん　丸山塁さん
 定　員 　先着20人（定員になり次第締切）
 受講料 　１人1,500円
 申　込 　中央公民館
　　　 　（692-4181／受付：平日８：30～17：15）

中央公民館・歴史講座
～雫石森林軌道ノスタルジックツアー　西山地区編～

IBC 岩手放送
大塚　富夫 氏

フリーアナウンサー
後藤　のりこ 氏

教育しずくいし150.indd   9教育しずくいし150.indd   9 17/09/08   15:1717/09/08   15:17



10 広報●教育しずくいし●2017●9●No.150●

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」　2017（平成29）年９月号　（９月14日発行）
編集・発行 　雫石町教育委員会（担当：生涯学習課）　〒020-0555　岩手県岩手郡雫石町上曽根田114番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 019-692-4181（直通）　E-mail:shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp

　今回は雫石排球男の試合を撮影に。決勝では白熱した戦いに
胸が熱くなりました。私が感動した試合の様子が、写真で少し
でもみなさんに伝わり、興味を持っていただけると嬉しいです。
そして表紙だけでなく、写真を見て気になったものには、ぜひ
足を運んでください！そのためにも魅力的な写真を撮れるよう
頑張ります…！（Ｋ）

　だんだんと涼しくなり、秋らしくなってきましたね。今年は
読書の秋にしたい！と思うのですが、最近は毎日のように子ど
もを寝かしつけながら力つきる私は、果たして読書の時間を作
れるのか…。睡眠欲VS読書欲の軍配は最終的にどちらに上が
るのか 　たぶん睡眠でしょう（笑）。（Ｎ）

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！

あとがき

聞いてきました！ シリーズ対談・編集担当「K」「K」の小部屋
〈通算第30回 Ｋ編第18回〉 
　　バレーボールスポーツ少年団・雫石排球男　　　バレーボールスポーツ少年団・雫石排球男　
　　監督：下川原正和さん　キャプテン：横森廉さん　　監督：下川原正和さん　キャプテン：横森廉さん

（Ｋ）結成14年目を迎えての県大会初優勝ということですが、
お気持ちを聞かせてください。

（Ｋ）今後の目標を教えてください。
（横）東北大会に行ったときに、ちゃんと力を出しきって東
北１位を目指します。練習では、サーブとサーブカット、ス
パイクの決定力をあげたいです。
（下）キャプテンの言うように東北のトップを目指します。
もう一つ、12月の初めに育成大会という県大会があるので、
そこで優勝して、今年の県大会のタイトルを総なめにしたい
と思います。それがこのチームの春からの目標でもあったの
で、成し遂げたいと思います。練習では、６年生になって半
分以上過ぎて、だんだんとパワーもついてきてボールのス
ピードも変わってきているので、速いボールを打てるように
体の使い方も丁寧に教えていければと思っています。
（Ｋ） 町民のみなさんにメッセージをお願いします。
（横）今は、団員が雫石小学
校の人がほとんどなので、違
う小学校からも入ってきてほ
しいです。
（下）全国に行く際にたくさ
んの方々に寄付を頂いて感謝
しております。それがなけれ

今まで２・３度チャンスはありましたが、残念ながら決勝で
負けていました。今の６年生は３年生の終わりから始めた子
がほとんどで、順調に力をつけてくれて、結果を残せたので
すごく良かったです。
（Ｋ）試合のときに気を付けていたことや意識していたこと
などありますか？
（横）試合前の練習や試合で点を取った時に、喜んだり大き
な声で盛り上げるようにして、士気を高めることを意識しま
した。
（下）連続失点しないよう心がけることを話しています。新
人戦の時は苦戦したんですが、県大会の時には悪い所が出な
かったので、とてもいい試合運びができたと思います。
（Ｋ）全国大会はどうでしたか？
（横）会場に慣れなかったり、緊張して試合前の練習で足が
動かなかったりしました。早く体をあたためることができま
せんでした。
（下）初の出場ですし、子どもたちはもっと緊張するのかなと
思っていましたが、１日目は１面だけの体育館だったので、す
ごくやりやすかったと思います。２試合目は悪いところも少
し出ましたが、どうにか修正して勝てました。それで波に乗っ
て、２日目は大きいメインの東京体育館で、緊張はしていまし
たが、力が出せたんではないかなと思います。

　６月に開催された第37回全日本バレーボール小学生大会岩手県大会男子の部で、初優
勝を果たした雫石排球男。県代表として、東京での全国大会（８月７日～10日）に挑み、
初出場ながら見事ベスト16の結果となりました。また、８月26日～27日に開催された第29回岩手県小学生バレーボール選抜大
会でも優勝、東北大会出場を決め、今勢いに乗る雫石排球団のお二人にお話を伺いました。

 全国大会戦績 　
予選リーグ１日目　第１試合　対　藤岡未来【群馬】（２-０）、第２試合　対　洗切【長崎】（２-１）
予選リーグ２日目　第１試合　対　高松ＪＶＣ【山形】（２-０）、第２試合　対　唐津ＪＶＣ【佐賀】（２-０）
　　　　　　　　　第３試合　対　大東ホタル【島根】（０-２）

ば行くのも大変な事なので、今後も応援よろしくお願いしま
す。また、団員数が少ないので、入団していただければと思
います。見学も大丈夫ですので、ぜひ見にいらしてください。

（横森廉さん：以下（横））つ
なぐバレーでねばり勝てたの
が良かったと思います。スパ
イクやサーブがもっと決まる
ようにしたいです。
（下川原正和さん：以下（下））

左から下川原監督、横森キャプテン

 対象 　町内小学校に在籍する男子小学生
 活動 　毎週火曜（19：00～20：30）雫石中学校体育館
　　　 　　水・金曜（18：30～20：30）西山公民館
 会費 　2,000円/月
　　 　別途、各種登録料として年会費1,000円
 問合せ 　代表　小田島　充（090-3366-1845）

☆団員募集☆
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