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しずくいし少年少女合唱団第３回発表会開催
　12月17日（日）、野菊ホールにてしずくいし少年少女合唱
団による第３回発表会が開催されました。しずくいし少年
少女合唱団は小学１年生から中学１年生までの16人のメン
バーが所属し、毎週土曜日に練習を行っています。本番で
は約１時間のステージを歌いきり、今年の練習成果を披露
しました。「ドレミの歌」「となりのトトロ」をはじめ、ク
リスマスならではの「赤鼻のトナカイ」「聖者が街にやっ
てくる」など、誰もが知っている曲が多く歌われ、ホール
いっぱいに響く子どもたちの歌声は、来場者を魅了し、楽
しいひとときとなりました。

野菊ホールに響く 元気いっぱいな歌声野菊ホールに響く 元気いっぱいな歌声
しずくいし少年少女合唱団第３回発表会 開催しずくいし少年少女合唱団第３回発表会 開催
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　町総合福祉センターにおいて「平成29年度一般財団法人雫石町体
育協会表彰式・記念講演会」を開催しました。
　今年度は、えひめ国体カヌー競技少年男子スプリントカナディア
ンシングル200 mで優勝した吉田俊吾さん（不来方高校２年生）と、
第34回全日本シニアバドミントン選手権で優勝し５連覇を達成した
横手智江美さん（上町三行政区）が栄光賞を受賞されたほか、平成
28年12月１日から平成29年11月30日までに各種大会で優秀な成績を
収められた個人20人と８団体が受賞しました。式には総勢32人が出

〔12月24日〕一般財団法人雫石町体育協会表彰式 ･記念講演会を開催しました

　秋田市で開催された「あきた全国舞踊祭モダンダンスコンクール」で雫石
ダンススタジオの小学生たちが横山慶子奨励賞を受賞しました。このコン
クールは今年で36回目を迎える歴史のあるコンクールで、全国各地からダン
サーが集まり、年代別の部門で、表現力とテクニックを競うコンクールです。
受賞した賞は、このコンクールの審査員を長年務めた福島県在住の舞踊家、
横山慶子氏が審査員を退任する際に、群舞部門に出場した小学生の作品の中
から最も優れた作品へ授与してほしいという願いから誕生した賞です。雫石
ダンススタジオの小学生たちは、「お手前拝見」という作品で出場し、見事「横
山慶子奨励賞」を受賞、翌日開催の上位入賞者のみが出演できる「あきた全
国舞踊祭エキシビジョン公演」の舞台で作品を披露しました。

〔12月９日〕 雫石ダンススタジオの小学生たちが、あきた全国舞踊祭
モダンダンスコンクールで横山慶子奨励賞受賞！

　この度、吉川健次教育長、上田武夫教育委員のお二方が、永年、教育行政に尽
力、寄与された功績により岩手県教育表彰（事績顕著者）を受賞されました。吉
川教育長は教育長就任６年８カ月、上田教育委員は教育委員就任10年８カ月で、
永年にわたり教育行政に携わり、教育振興に貢献されております。

〔11月１日〕吉川健次教育長、上田武夫教育委員 岩手県教育表彰を受賞

　平成29年度岩手県小中学校新聞コンクールの学級新聞の部において、下
長山小学校２年生５人で作成した学級新聞『太陽』が、最優秀賞を受賞し
ました。
　また、個人新聞の部では、２年生の森

もりあい

合紀
のりひと

仁さんの『虫』が優良賞に、
同じく２年生の中

なかむら

村心
こ こ な

絆さんの『ピアノ』が入選しました。
　表彰式は12月５日（火）に、滝沢市のビックルーフ滝沢で行われました。

〔12月５日〕 下長山小学校２年生が県小中学校新聞コンクール・
学級新聞の部で最優秀賞に輝きました

受賞者のみなさん

席し、米田武美会長がそれぞれ
の功績を讃え、表彰状を贈りま
した。

　表彰式後には、県体育協会副会長兼理事長の平藤淳氏に県内のスポーツの現状
と課題などについての講演をいただき、岩手県は全国と比較してスポーツをする
人と観戦する人の割合が少ないという実情が話されました。
　その後、会場を中央公民館に移し、町体育協会加盟団体を中心とした15団体53
人の各種スポーツ関係者がつどい、各団体の紹介のほか、2017年の振り返りと来
シーズンに向けた決意などを発表し合い気持ちを新たにしました。 記念講演会

吉川教育長 上田委員
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しずくいしの教育

特 集

　平成29年度岩手県学習定着度状況調査が10月４日に小学５年生と中学２年生を対象に実施されました。
　《各教科における平均正答率》（※中学校は町内１校であるため数値の公表は控えます。）
　今年度は、小学５年生の平均正答率が各教科とも県平均を上回りました。これは大変素晴らしいことです。特に、
算数では、県よりも6.3ポイント高い結果です。これは各校の先生方の授業改善や、朝学習や昼休みを利用し既習事
項の定着を図る取組の積み重ねが成果になってきたものと考えます。
　中学校では、中学２年生の数学と理科が県の平均を上回りました。しかし、それ以外の教科では下回っている状況
です。定着の不十分な部分についてしっかりと結果を振り返り、次の学年に上がる前に補充をする必要があります。
中学１年生については「中学校新入生学習状況調査（国語・算数）」として切り離して４月に実施され、どちらとも
県平均をやや下回る結果となりました。英語については「中学１年生英語確認調査」として３学期に行うことになっ
ています。
　〈表１　町と県平均との比較〉

　《結果から見る傾向と課題》
　下の表には、比較的定着の良かった（県平均を上回った）項目と、不十分な（県平均を下回った）項目を１項目ず
つ挙げました。実際に体験・実験をした事柄や、生活の中で比較的身近な話題については正答率が上がっていると考
えられます。（例：コメ作り、貿易 など）。
　一方で、「自分の考え」を「書いて答える」項目については、これまで同様に、大きな課題が見られます。授業で
自分の考えを書いたり発表したりする時間をしっかりと確保したいものです。また、家庭でも新聞やニュースを見聞
きする時間を設け、さらにそこから得た情報について会話をするなど、自分の考えを書いたり述べたりすることで伝
える力を積極的に育てていきたいものです。
　〈表２　各教科の小問のうち県平均を特に上回ったもの（左）と下回ったもの（右）〉

「毎日の積み重ねが結果として表れました！」 ～小学校・全教科が県平均を上回る結果に～

小５（10月） 中１（４月） 中２（10月）
国語 社会 算数 理科 国語 数学 国語 社会 数学 理科 英語

県平均との差 ➡➡
（

＋

3.4）
➡➡

（

＋

4.2）
➡➡

（

＋

6.3）
➡➡

（

＋

5.1）
➡➡
下回る

➡➡
下回る

➡➡
下回る

➡➡
下回る

➡➡
上回る

➡➡
上回る

➡➡
下回る

雫石町 67.0 76.5 64.6 73.2
岩手県 63.6 72.3 58.3 68.1 60.8 69.3 62.5 49.6 51.1 45.9 53.7

学年・
教科　

県平均
との差 町として県平均を特に上回った項目 県平均

との差 町として県平均を特に下回った項目

小
５

国語

＋

22.5 文の構成を理解し、修飾語を正しく使うことができる。 －6.1 第４学年配当漢字「周辺」を正しく書くことが
できる。

社会

＋

18.5 稲作に従事する人々の年間を通じた工夫や努力について資料を読み取ることができる。 －2.7 火災通報時の連絡先について理解している。

算数

＋

18.6
複合図形の面積の求め方と体積の求め方を統合
的に理解し、それらに共通する求め方を説明す
ることができる。

－8.6 わり算の筆算中の数が表す意味を理解している。

理科

＋

23.9 へこんだピンポン玉を湯につけると、もとに戻る理由を説明することができる。 －11.4 種子が発芽するためのでんぷんの有無を調べるために、ヨウ素液を使うことがわかる。

中
１

国語

＋

8.6 目的や状況に応じて質問をすることができる。 －27.6 根拠に基づいて自分の考えを書くことができる。

数学

＋

6.3 グラフから集団の特徴を読み取ることができる。 －16.1 複合図形の体積の求め方に共通する考え方を説明することができる。

中
２

国語

＋

8.9 漢字「勤務」を正しく書くことができる。 －14.1 話の内容の大体をとらえて聞くことができる。

社会

＋

7.4 日本の貿易の特色について考察し、判断するこ
とができる。 －28.7 西暦から、その年が何世紀であるかを読み取ることができる。

数学

＋

35.0 関数の意味を理解している。 －3.6 見取図に表された立方体の面上の線分の長さの
関係を読み取ることができる。

理科

＋

24.4 質量パーセント濃度の求め方を理解している。 －9.4 有機物について理解している。

英語

＋

9.6 場面と文法（there is を使った文）を理解し、
正しい語順で書くことができる。 －24.9 岩手の有名なもの（こと）について英文を書くことができる。
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『岩手うるわし 森越康雄水彩画集Ⅰ』、『岩手な
つかし 森越康雄水彩画集Ⅱ』、『私の風景 森越
康雄水彩画集Ⅲ』森越 康雄/著
　雫石町在住の著者が描く水彩画
の世界。町内や岩手県内外、さら
には世界各地の風景が、水彩画な
らではの優しい色彩と繊細なタッ
チで美しく描かれています。
　どうぞ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）

しずくいしおはなし会
日 １月27日（土）11：00～11：30　場 町立図書館
絵本の読み聞かせなどを行います。お楽しみに！
　４月から第２、４土曜日の月２回開催しています。
　２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
テーマ 「2018年はいぬどし」

日 １月18日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
えほんの読み聞かせ、紙芝居、工作など。おたのしみ
に♪

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ２月５日（月）10：30～11：00　場 健康センター

画集を図書館に寄贈さ
れた作者の森越さん

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

メディアとの上手な付き合い方を考えよう！
　今年度、雫石町教育振興運動推進協議会は、テレビ・ゲーム時間の削減を目指して、「情報メディアとの上手な付き合
い方」をスローガンのひとつにかかげ、その取り組みの一環として「メディア標語コンクール」、「ノーゲームデー」を実
施しています。ノーゲームデーは町内の小・中学生、高校生を対象に年２回開催しています。

　メディア標語を各小学校より募集し、応募総数313作品の中から、以下の方々の作品が入選しました。入選者は、12月
２日（土）に行われた教育振興運動実践交流会で表彰されました。

メディア標語コンクール入選作品紹介

★第２回ノーゲームデー〔11月22日（水）〕　 結　果 　88.0％
ノーゲームデーを意識することで自分の生活をふり返り、生活リズムをつくっていくきっかけにしましょう。

〈低学年の部〉
・みすぎると　ままのつのが　はえてくる 御所小学校１年 澤

さ わ だ

田　真
し ん ご

吾さん
・パネルより　わたしにタッチ　よいかぞく 御所小学校１年 松

ま つ お

尾　美
み う

兎さん
・ゲームより　読書・かいわが　たからもの 七ツ森小学校２年 吉

よ し だ

田　七
な ゆ

夕さん
・ゲームより　みんなで話そう　今日のこと 御所小学校２年 伊

い と う

藤　菜
な の は

の花さん
〈中学年の部〉
・ゲームより　広がる世界　本の中 下長山小学校３年 小

お だ

田　胡
こ は る

春さん
・ゲーム時間　まもれば安心　目と頭 御所小学校３年 杉

すぎざわ

澤　明
あ か り

莉さん
・外遊び　自然はわたしの　先生だ 七ツ森小学校４年 岩

い わ い

井　奏
かなで

さん
・さあ出発　昔のネット　図書館へ 御所小学校４年 小

お だ

田　ルキさん
〈高学年の部〉
・テレビオフ　家族の会話　スイッチオン 雫石小学校５年 工

く ど う

藤　風
ふ う か

桜香さん
・聞いてみよう　テレビを消して　四季のこえ 西根小学校５年 上

かみなか

中屋
や し き

敷　愛
あ れ ん

蓮さん
・テレビ時間　へらして増やそう　家族時間 御所小学校６年 細

ほそかわ

川　もえさん
・ネット社会　便利になるほど　落とし穴 御所小学校６年 佐

さ さ き

々木　菜
な な

々さん

【１～２月の図書館休館日】
　毎週月曜日・２月19日～28日
　※ ただし、２月12日は祝日開館し、13日に休館し

ます。

 期間２月19日（月）～28日（水） 
・返却は図書館玄関前のブックポストまで。
・ ネットでのご予約は可能です。（※事前に窓口で
登録が必要です。）

蔵書点検のため休館します

目指せ100％

幼児・小学生対象

幼児対象

幼児対象
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第10回 「ラ・ボード（ランニング ･ウォーキングマシン）」編
　今回は、室内でランニングやウォーキングが出来るマシンの紹介です。
　現在、町営体育館には２台のマシンが設置されています。
　それぞれのマシンには運動時間と距離、消費カロリーが表示されるよう
になっており、運動量が一目で確認出来ます。
　最高スピードは18 km/h。走行ベルトを15%まで上げて勾配をつける
ことも可能で、負荷をかけることも出来ます。初めて使用する場合の運動
目安は、歩行であれば４～６km/h のスピード、ランニングであれば７～
９km/h で15分～20分くらいがちょうど良いと思います。徐々に身体が慣
れてきたら、スピードと時間を調節し、負荷を上げてみてはいかがでしょ
うか。
　詳しい使用方法については、事務室へお気軽にお問合せください。

雫石中学校国際交流海外派遣　ランドルフへ出発

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。

◯第70回岩手芸術祭小・中学校美術展
 入　選 　 相田　優衣（３年）、瀬川　ちせ（３年）、谷地　夏

美（３年）、大村　美結（２年）、新屋　倖（２年）

平成29年度岩手県食育標語コンクール 雫石中学校１年　徳田陽与さんが最優秀賞受賞 ！

文化・芸術でも大活躍！雫石中学校各種表彰結果（敬称略）

 問い合わせ 　町営体育館（692‒5030）

町内で行われる各種スポーツ大会

日　程 大会名 場　所

１月
20日（土）～21日（日）、28日（日） 全日本少年フットサル大会岩手県大会盛岡予選 町営体育館ほか
28日（日） 雫石インドア ･キッズベースボール大会 町営体育館

２月 ３日（土）～４日（日） 雫石町サッカー協会長杯雫石フットサル大会 町営体育館

　12月22日（金）、今回で27回目となる雫石中学校の国際交流海外派遣（１
月４日～14日）の出発のあいさつが町役場において行われました。派遣さ
れる２年生10人（男子３人、女子７人）と引率者２人は、派遣に臨む抱負
を深谷政光町長に伝えました。派遣先は、姉妹校を締結しているアメリカ
バーモント州ランドルフ町のランドルフ・ユニオン・ハイスクールで、
ホームステイをしながら通学し、学校生活を体験するほか、日本の文化を
紹介するなどして、同校の生徒や地域の方々との交流を行います。

◯中学生の税についての作文コンクール
岩手県納税貯蓄組合連合会
 会長賞  小笠原　彩（１年）、藤村　拓未（１年）
 優秀賞  高見　唯稟（１年）、林尻かなみ（１年）、
　　　　野中　華（１年）

◯全国中学生人権作文コンテスト　岩手県コンクール
 奨励賞 　小松　瑠海（３年）
◯第63回青少年読書感想文　岩手県コンクール
 入　選 　榊原　乃愛（２年）

◯全日本アンサンブルコンテスト 岩手県大会盛岡支部大会
吹奏楽部　 銀　賞 　クラリネット５重奏
　　　　　 銅　賞 　金管８重奏、金管５重奏

　岩手県では、食育を県民運動として進め、県民の理解と関心を深めていくために、平成29年６月１日から９月19日（毎
月19日は「食育の日」）の期間、食育に関する標語を募集し、応募総数1,506作品の中から、雫石中学校１年の徳田陽与さ
んの作品が、最も優れた１作品のみに与えられる最優秀賞に輝きました。また、雫石町からは以下の方々の作品が入選し
ました（敬称略）。
 テーマ「お弁当」 　【最優秀賞】 徳田　陽与（雫石中１年）　「弁当は　愛情こもった　宝箱」
　　　　　　　　 【優秀賞】　 佐々木陽斗（雫石小６年）　「うれしいな　愛のつまった　お弁当」
　　　　　　　　 【入　賞】　 久慈野々花（雫石小３年）　「ありがとう　かんしゃをこめて　いただきます」
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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

― 12月定例会　議案編　以下の案件が可決されました ―
　地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部改正により、従来の「教育委員長」と「教育長」が一本
化された新たな「教育長」として吉川健次氏を任命することに12月の雫石町議会定例会で同意され、12月26日
に町長から辞令が交付されました。新たな教育長としての任期は、平成29年12月26日から平成32年12月25日ま
での３年間です。
　12月26日に開催された12月教育委員会定例会では、教育長職務代理者として上野宏教育委員が指名されまし
た。その他にも以下の４つの案件が可決されました。
　１． 地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部改正に伴う関係規則の整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
　２．雫石町教育委員会公印規程の一部改正に関し議決を求めることについて
　３．雫石町教育委員会文書取扱規程の一部改正に関し議決を求めることについて
　４．教育長の権限に属する事務の委任に関する規程の一部改正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）

教育委員会定例会リポート教育委員会定例会リポート（（1111・・1212月）月）

　11月の定例会では、閉校する小学校の備品などの取り扱い、町内の待機児童の現状、地元出身の方が町内に
居住するための方策などについて話し合われました。

― 11月定例会　質疑応答編 ―

小学校統合に向けた取り組み（第17回）

 12月６日 　第13回準備委員会　下長山小学校
第１部会
◯ 完成した校歌および校旗等のデザインについて確認し、校歌銘板のデザインについ
て検討することとしました。

◯ 伝統芸能文化などの継承については、各小学校の活動内容を整理し、来年度の取り
組みについて、第３部会（学校経営）と検討することにしました。

第２部会
◯教室整備については、ロッカーの増設、教室の拡張について協議しました。
◯放課後児童クラブの建築および駐車場の整備の計画について確認しました。

御明神地区

西山地区

　学校教育課では、小学校統合に向け、御明神地区と西山地区に「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。

第10回御明神地区準備委員会

第13回西山地区準備委員会

 12月21日 　第10回準備委員会　御明神小学校
◯ 完成した校歌を聞き、新しい校旗および校章旗のデザインについて確認しました。
◯ スクールバスの運行計画および運行ルートを確認しました。乗車場所などの詳細は
保護者と調整することとしました。

◯ 校舎の施設整備については、PTAとの改修箇所の協議をもとに、平成29年度の改
修内容と平成30年度以降の大規模改修計画について再度確認することとしました。
※ 御明神地区の統合準備委員会は、準備委員会として検討する内容の協議が終わりま
したので、今回で終了となります。開校までの各調整はPTAと学校と教育委員会
で調整することとしました。

◯ スクールバス運行計画を確認し、ルート案と停留所について各小学校区において検討をすることとしました。
第３部会
◯ 学校経営については、これまでの会議の報告と、２月中に保護者へ経営内容などについて説明できるように計画作成する
ことを確認しました。

教育しずくいし154.indd   6教育しずくいし154.indd   6 18/01/04   18:0318/01/04   18:03



7広報●教育しずくいし●2018●1●No.154●

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　雫石高等学校

　２年生は、インターンシップ（就業体験学習）を行いました。
生徒自身が受入事業所に電話連絡をとり、事前打ち合わせを行い、
３日間お世話になります。実習初日はかなり緊張し、指導を受け
ることが多かったようですが、２日目以降は不慣れながら一生懸
命に取り組み、事業所から大変良い評価をいただきました。働く
ことの意義と大変さを感じる３日間でした。
　そして、３年生は、これまでの経験を踏まえながら職場見学を
行いました。この他に裁判所見学・テーブルマナー研修・金融セ
ミナー・年金セミナーなどに参加します。
　「ひよっこ」だった高校生がいつの間にか「社会人候補生」と
なります。この成長には、毎年驚かされます。今後も、地域に愛
され、地域を支える雫石高校を目指してまいりますので、ご指導
ご支援よろしくお願いいたします。

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

　本校でのキャリア教育『山脈（やまなみ）プ
ラン』を紹介します。自分たちを取り巻く地域
社会の自然・産業・文化などを主体的に学習
し、社会参加活動に積極的に取り組む姿勢を培
うこと、そして、将来は、家庭や地域と協働し
て、郷土を支える人材を３カ年計画で育成する
取り組みが『山脈（やまなみ）プラン』です。
　今年の１年生は、卒業生も多数お世話になっ
ている「盛岡セイコー工業株式会社」と、地域
の情報誌等を作成している「株式会社盛岡タイ
ムス社」の２社を訪問しました。１年生は、地
域の産業に触れることにより職業意識の涵養を
行い、進路意識を明確にすることを目的として
います。

○私たち、３学年の数学活用選択者６人は、身の回りの生活
とも深いかかわりを持つ「数学」を勉強しています。パズル
や紋章、県旗などもそのひとつです。今回は、『多面体』と
いうテーマの中、ユニット折り紙を作成しました。
　想像以上にきれいに完成しましたので、作成した折り紙を、
11月27日（月）に、特別養護老人ホーム日赤鶯鳴荘（雫石町南
畑）に寄贈してまいりました。受け取ってくださったお年寄
りの方々には大変喜んでいただき、私たちも大変嬉しく思い
ました。お年寄りの皆様には、東京オリンピック ･パラリン
ピック大会まで元気でお過ごしいただき、一緒に日本の応援
をしたいと思います。

◆３年生の『数学（数学活用）』の授業の一環でユニット折り紙を作成しま
した。30枚の折り紙を使用し、組み立てたものです。作品は、思郷祭に展示
しましたので、ご覧になった方もいらっしゃると思います。
　どことなく東京オリンピック・パラリンピック大会のエンブレム（市松模
様）に似ていませんか。日本的であり民芸的な幾何学模様の紙風船です。高
校生には、楽しい数学の世界を知ってもらい、数学の力を身につけて、より
よい未来をつくることを期待しています。

ユニット折り紙を作成した３年生のみなさん

職場見学の様子（１年生）

　本本本　 校でのキャリア教育『山脈（やまなみ）プ
ランラン』を』を紹介紹介しまします。す。自分自分たちたちを取を取り巻り巻く地く地域域

就業体験の様子（２年生）

雫石高校『山脈雫石高校『山脈（やまなみ）（やまなみ）プラン』によるキャリア教育の実践についてプラン』によるキャリア教育の実践についてシリーズ「輝」シリーズ「輝」
№151№151 副校長　川戸　英夫
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ひな祭りにぴったり！
「ひなまんじゅう」を作ります。
 日　時  ２月21日（水）
　　　　10：00～13：00 
 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  ２月９日（金）までに中央公民館へ（692-4181）
＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

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」

ボランティアが好きな人！元気いっぱいな人！思いやりのある人！
「SKY」に入って仲間と一緒に楽しく活動しませんか？

 対　象 　町内在住の中学生・高校生
 活動内容 　①月１回の定例会（話し合いをしたり、レクを学びます）
　　　　　②レクリーダーとしての活動やボランティア活動
◆富士市との交流事業のお手伝い…参加している子どもたちのお世話をします。
◆ 地区子ども会活動でのお手伝い… レクリーダーをしたり、みんなにレクを

教えます。
◆町内行事のボランティア…ファミリーマラソンや軽トラ市のお手伝いなど
 問合せ 　雫石町教育委員会　生涯学習課（692‒4181/中央公民館）
　　 　　メールアドレス：shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp

☆雫石町ジュニアリーダーズクラブ「SKY」の仲間を大募集！☆

　読まなくなった本を持ちこんだり、
読みたい本を持ち帰ったり、もちろん
両方でもどうぞ。
 期　日  ２月１日（木）～２月13日（火）
 場　所  中央公民館１階　ふれあい広場
 おねがい 
①マンガ雑誌や週刊誌、書き込み・落書きなどをしている
図書の持ち込みはご遠慮ください。
②図書の持ち込みは、本の交換ひろば開催期間中にお願い
いたします。

　バッグ、マフラー、帽子、セーターなど日常生活で活か
せる作品を手編みで作ってみませんか？
 期　日  ２月26日（月）～３月22日（木）　10：00～16：00
　　　　毎週月・木曜日（全８回）
 場　所  御明神公民館　懇話室
 対　象 　町内在住または勤務の方
 定　員 　20人
 受講料 　１回300円（材料費別）
 持ち物 　編み物用具、かぎ針、棒針、はさみ　など
 申　込 　２月19日（月）までに御明神公民館へ（692‒3228）

　雫石町の伝統行事である裸参りが開催されます。古式に
のっとった装束に身を包んだ祈願者が、無病息災や家内安
全、五穀豊穣などを祈願し、約1.2キロメートルの道のり
を歩きます。
 日　時  １月21日（日）　歩行開始13：00～
 場　所  三社座神社から永昌寺（下寺）まで
 問合せ  雫石町裸参り実行委員会（692-2111：内線259）

本の交換広場を開催します！

編み物教室

復活第39回雫石町裸参り

 期　日  ２月10日（土）10：00～12：00
 場　所  雫石公民館　講座室
 講　師 　 小

こばやし

林是
ぜ

綱
こう

氏（NPO法人地域資料デジタル化研究
会理事長）×オーレ・ベリー氏（図書館流通セン
ター勤務・スウェーデン出身・司書）

 定　員 　先着30人
 参加費 　無料
 申　込 　町立図書館　（692-5959）
　　　　＊定員に達した時点で申込を締切ります。

アルペン公園が幻想的な光に包まれます。
 日　時  ２月11日（日）　17：00～20：00
 場　所  世界アルペン記念公園

よしゃれ通り商店街でも２月５日（月）から雪あか
りを点灯します。

 当日は雫石スープカレー限定100食がふるまわれます！ 
 問合せ 　地域づくり推進室（601-5419）

～ 第58回岩手の読書週間記念行事 ～
講演会「 あなたの使い方で図書館は変わる－情報、記憶、

受・発信、そして遊び－世界の図書館から」

第２回雫石町雪灯り

昨年度初めて開催された雪灯り 昨年度の様子
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 日　時 　２月12日（月・祝）　９：30～11：30頃
 場　所  ケッパレランド
 定　員  先着10人
 参加資格 　小学校３年生以上
 費　用 　１人1,000円（当日持参）　
　　　　＊スキー一式レンタル・保険代

 持ち物 　 防寒着、帽子、手袋、スポーツタオル、着替え、
飲料水、その他各自必要な物

 申　込 　１月14日（日）～２月４日（日）
ケッパレランド（695-2211）　※水曜日定期休場日
＊定員に達した時点で申込を締切ります。

　ケッパレランド周辺の雪原を、クロスカントリースキーと徒歩で散策をします。雪原から御所湖方面を見渡し、夏場と
は違う景色を堪能してみませんか？キツネやウサギ、リスなど野生動物の足跡を見つけることも出来るかもしれません。

☆雪原を歩こう！ケッパレランド散策ツアー参加者募集☆

　今季は例年より積雪量が豊富。競技練習はもちろん、自分の体力に合わせて歩くツアーにも最適な環境です。初心
者にはスタッフがスキーの滑り方などを教えますので、お気軽にお声をかけてください。
　この冬は、ケッパレランドで体力作り！風邪に負けない身体を手にしましょう！！

この冬はケッパレランドでスキーをしよう！

 日　時  ３月４日（日）
 場　所  町営体育館
 参加資格  高校生以上
 参加費  高校生１チーム3,000円
　　　　一般（社会人・学生）１チーム6,000円
＊ 一般と高校生の混合チームの場合は、一般の参加料金と
なります。

 試合方法 　予選リーグ後、決勝トーナメントを行います。
 申　込 　 １月27日（土）から受付を開始します。参加費を添

えて町営体育館へお申込みください。
 問合せ  町営体育館（692-5030）

☆雫石町サッカー協会長杯☆
第23回雫石フットサル大会一般の部 参加チーム募集　冬場の運動不足を解消し、健康な体づくりを目指しま

しょう！どなたでも気軽に楽しめる教室です。
 日　時  １月29日（月）、２月５日（月）、２月19日（月）、
　　　　２月26日（月）　18時30分～20時
　　　　※ご都合のいい日のみの参加も可能です。
 場　所  御明神公民館　多目的ホール
 内　容  キンボール・ドッチビーなど
　　　　※参加者数に応じて決定します。
 費　用  無料
 持ち物  上履き、タオル、着替えなど
 講　師  町スポーツ推進委員　星　征一さん
 申　込  各開催日の前日までに御明神公民館（692-3228）へ
　　　　＊当日参加も受け付けています。

軽スポーツ教室

 費　用 　個人：町民無料
町外一般：200円/小中高生：100円
※ 占用の場合はお問い合わせくださ
い。

 営業時間 　9：00～17：00
 レンタル 　 クロスカントリー用

スキー一式 1,000円

 休場日  １月10日以降は毎週水曜日
　　　　※ 積雪状況により休場する

場合があります。
 問合せ 　ケッパレランド
　　　　（695-2211）

　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。

　二号牛舎（にごうぎゅうしゃ）　建設年：明治41年
　伝染病を防ぐため病畜用の牛舎として建設され、大正８年に現在地へと移築さ
れ、現在は分娩用に使用されています。分娩前２ヶ月は搾乳を休んで出産に備え
るため、搾乳牛舎から分娩牛舎に移されます。
　建設当初は国内でも最大規模、最先端の牛舎であったと推測され、小岩井農場
に現存する歴史的建造物の中でも古い建物のひとつとして重要です。

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８回）

利用者でにぎわうケッパレランド
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　今回インタビューをさせてもらいましたが、恥ずかしながら私
も町民劇場を見たことがありません…。この取材をきっかけに今
年は見に行こう！と心に決めています。また、11日は第２回雫石
町雪灯りがアルペン広場で開催される日でもあります！町民劇場
を見た後は幻想的な雪灯りも堪能できますよ。（Ｋ）

　今月の教育の特集では、県学習定着度状況調査の結果を掲載し
ています。町内小学校が全ての教科で県平均を上回ったという素
晴らしい結果です！掲載されている問題文を見ると、この学年の
ときにこんなことを学んでいたんだなぁ～という驚きも！学生時
代の教科書を改めて読んでみると面白いかもしれませんね。（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34回 Ｋ編第22回〉 
　町民劇場脚本担当　岩持　河奈子さん　町民劇場脚本担当　岩持　河奈子さん

　今年で15回目となる雫石町民劇場「鶯宿温泉シンデレラ～始まりは軽トラ市～」を開催し
ます。今回は、脚本を担当した岩持河奈子さんにお話をお伺いしました。

（Ｋ）脚本を書かれたそうですが、
普段から執筆活動などはされていた
んですか？
（岩持河奈子：以下（岩））全くの初
挑戦です。図書館で働いていて、仕
事を通して地元の歴史や文化、郷土
史にとても興味があったんです。今
回、雫石の観光・名物をアピールで
きる新しいアプローチができないか
なと思って、町民劇場をきっかけに

公の女性が社長になるなどサクセスストーリーのイメージで
すが、今回は特におかみになったりということではなく、日
常の中にあるドラマやありふれた幸せというものをテーマに
しています。
（Ｋ）脚本を書かれてみて、ご自身の中で変化などはありま
したか？
（岩）郷土に関わる仕事がしたかったんですが、学芸員など
の研究的な仕事以外でも、こういう事をきっかけに郷土のこ
とを紹介していく方法もあるんだなと分かったので、町民劇
場にかかわらず、色々な形で雫石をアピール出来ればなと思
いました。
（Ｋ）これからの目標はありますか？
（岩）今回は現代劇ですが、機会があれば雫石の歴史や先人
をテーマにしたものをできればなと思っています。
（Ｋ）町民のみなさんにメッセージをお願いします。
（岩）ぜひ見に来てください。一丸となって頑張っています
ので足を運んでいただければと思います。

挑戦しました。私は町民劇場を見たことがなくて、お芝居や
演劇も見たことも書いたこともなく、本当に初めてで手探り
での挑戦でした。
（Ｋ）鶯宿温泉が舞台ですが、なぜこのようなストーリーに
されたのですか？
（岩）ひとつ前の朝ドラの「ひよっこ」にはまっていて、そ
れ以前から朝ドラに興味があったんですが、雫石版朝ドラが
できたら面白いんじゃないかなと思って、このようなストー
リーになりました。鶯宿温泉を選んだのは、雫石っぽさを入
れたかったのと、タイトルから話がイメージしやすいように
鶯宿温泉をテーマにしました。
（Ｋ）軽トラ市も舞台になっていますよね。
（岩） 私は軽トラ市も行ったことがないんですが、行ったこ
とがない人が見ても軽トラ市ってこんな感じなのか、じゃあ
実際に今度行ってみようかなと思うきっかけになるといいな
と思っています。
（Ｋ）見どころを教えてください。
（岩）雫石版朝ドラといったんですが、朝ドラというと主人

第15回　雫石町民劇場「鶯宿温泉シンデレラ～始まりは軽トラ市～」
 日　時  ２月11日（日）／２月12日（月・祝）　14：00開演（開場13：30）
 場　所  中央公民館　野菊ホール
 入場料  一般　1,000円（当日1,200円）　高校生以下無料（ただし整理券が必要です。）
　　　　入場券は中央公民館・各地区公民館・村上写真館・町おこしセンターしずく×CANにて販売しています。
　　　　　　※未就学児の入場はできませんが、無料託児室を開設しています。
 ストーリー  鶯宿温泉で仲居見習として働く一本木さくらは、初めての軽トラ市に出かけます。にぎやかな軽トラ市でさ
くらはある青年に出会い、二人で軽トラ市を楽しんでいましたが、お互いの名も知らないまま別れてしまいます。宿に
戻ったさくらに待っていたのは先輩仲居たちのいやがらせ。悩むさくらの前に、軽トラ市で出会った青年が宿泊客として
訪れます。再会の喜びもつかの間、さくらの軽率な言葉で二人の関係はギクシャクしてしまいます。その頃、別の客室で
は事件が…。事件は？恋は？続きは劇場で！

日々の練習に励むメンバーの皆さん
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