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第61回町無形文化財芸能祭　開催
※写真は町指定無形民俗文化財「山祇神楽」の演目「浮橋」
　詳細については3ページに掲載しています。
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　町内の小中学生が一同に会し、日頃の音
楽活動の成果を発表し合う「第65回雫石町
小・中学校音楽会」を中央公民館野菊ホー
ルで開催しました。
　はじめに、今回の講師である元盛岡市立
上田小学校校長の洞

ほら

口
ぐち

保
やす

雄
お

先生の指揮に合
わせ全員で『歌よ　ありがとう』を歌い、
心をひとつにしました。その後、各校の児
童生徒は一生懸命練習した合唱や演奏を発
表しました。
　終わりには、洞口先生から講評をいただ
き、「合唱はメロディやハーモニーに合わ
せるだけでなく、言葉も大切にして歌いま
しょう。また、どんな気持ちを込めたいか
考えて歌うと、より良い合唱になります。」
との指導を踏まえ、児童生徒は再び『歌よ　
ありがとう』を合唱し、交流を深めながら
音楽の良さを感じる時間を過ごしました。

　町民のみなさんの芸術活動の成果を発表・展示する雫石町総合芸術祭
が、中央公民館野菊ホールで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・雫石高校
からの出展、岩手芸術祭入選作品や在京町友会の作品も展示されました。
舞台部門ではピアノ演奏や謡曲、モダンダンスなど、多彩なプログラム
で観客を魅了しました。
　３日間で1,100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。

芸術の秋を楽しもう！　第54回雫石町総合芸術祭　開催

日ごろの活動の成果を披露　第65回雫石町小・中学校音楽会　開催

雫石小学校４年生（合唱）

雫石中学校１年生（合唱）

1111//22～～ 44

1111//99
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　子どもたちが健やかに成長していくよう学校、家庭、地域住民が一緒に子どもの教育を考える「平成30年度町教育
振興運動実践交流会」が中央公民館野菊ホールで開催されました。
　この日は、教育委員会表彰（表彰者は６ページに掲載）、メディア標語コンクール入賞者の表彰、雫石中学校実践
区による実践報告、一般社団法人日本野球機構審判技術委員を務める平

ひらばやし

林　岳
たけし

氏による「チャレンジする子どもを育
てるために」と題した講演が行われました。

実践発表の様子《雫石中学校実践区》 講演会「チャレンジする子どもを育てるために」

　町共通課題「情報メディアとの上手な付き合い方」の取
り組みとして、情報モラルに関する授業やSNSの利用の
仕方について全校集会での講話、ノーゲームデーの実施な
どが紹介されました。特にもノーゲームデーに関しては、
達成率が100％に近い結果となり、多くの参加者から称賛
の感想が聞かれました。また、実践区の独自課題の取り組
みとして、東京2020オリンピック・パラリンピック「復興
ありがとうホストタウン」事業でのポスター制作について、
中学生が感想を踏まえながら発表しました。

　日本とアメリカで審判を務めた貴重な経験をもと
に、チャレンジする子どもを育てるためには「夢を持
つこと」「チャレンジしやすい環境を作ること」が大
切であるということを講演いただきました。アメリカ
では、チャレンジしやすい環境づくりがなされており、
結果ではなく、個人の能力を最大限に生かすことを大
切にしていることやチャレンジする気持ちを持ち続け
るためには、例え失敗しても、本人の挑戦を褒めるこ
とが大事である事をことを話されました。

　町内の無形文化財の保存・伝承を目的に町無形文化財芸能祭を中央公民館野菊ホールで開催しました。婚礼や新築
祝いなどの際に披露されてきた「御祝い」「お鋳銭坂」「雫石よしゃれ」から始まり、さんさ踊りや神楽など、民俗芸
能保存団体13団体が延べ30演目を披露し、子どもから大人まで幅広い世代のみなさんが出演しました。上演後、会場
は大きな拍手に包まれ、観客からは「子どもたちにしっかりと受け継がれていることがわかりました。」「毎年楽しみ
にしています。」などの感想が聞かれました。

長年にわたり教育に貢献　佐藤静
せい

一
いち

さんが「瑞宝双光章」　受章

受け継がれる伝統　第61回雫石町無形文化財芸能祭

雫石っ子の健やかな成長を願って　教育振興運動実践交流会開催！

町指定無形民俗文化財「雫石よしゃれ」 長持唄

受章した佐藤さん（右から２番目）

1111//1515

1111//2323

1212//11

　佐藤静一さんの長年にわたる教育への功労が高く評価され、９月１日
（土）に高齢者叙勲「瑞宝双光章」の受章が決定し、11月15日（木）に作山雅
宏教育長より伝達しました。 
　佐藤さんは、昭和23年より教員として県内11校の小中学校に勤務され、
平成元年３月に旧南畑小学校の校長を最後に退職されました。旧小岩井小
学校には、昭和42年から９年間勤務され、最後の勤務校である旧南畑小学
校では、校長として３年間勤務されました。



しずくいしの教育

特 集

学校給食費の会計方法が変わります
　雫石町では、各小中学校内の給食室で調理した給食を提供する「自校式学校給食」を実施しています。
この学校給食は、学校ごとに給食費を管理・運用する「私会計」制度によりこれまで実施してきました
が、教職員や現金集金をするPTAの負担が大きいことが課題となっています。これを解決するため、
今年度、町教育委員会では「雫石町学校給食費公会計化移行検討委員会」を設置し、これまで４回の検
討を行い、平成31年度より町の一般会計として管理する「公会計」制度へ移行する準備を進めています。

現在　（H30年度まで）
「私会計」制度
学校ごとに給食費を
管理・運用する制度

平成31年度より移行
「公会計」制度

町の予算として給食費を
管理する制度

　納入方法は口座振替とし、基本的に現金での納付
は行いません。（口座振替ができない場合のみ納付
書を発行します。）また、学校ごとに違っていた給
食費の1食単価を町内小中学校で統一し、費用負担
をさらに公平にします。
　また、保護者のみなさんからの申し出により、給
食費を児童手当から天引きすることができます。

公会計化に伴う手続きのご案内

公会計化の目的

保護者のみなさんの利便性の向上
　現在、給食費の納付方法は学校ごとに異なり、口
座振替や地区PTAによる手集金を行っていますが、
平成31年度からは統一して口座振替にて給食費を納
付していただきます。口座振替にすることにより、
納め忘れがなく、集金の手間もなくなります。

事務の効率化や負担軽減
　給食費の徴収・管理に関わる業務を大幅に削減す
ることで教職員や保護者のみなさんの時間を確保
し、より子どもたちと関わる時間を増やすことがで
きます。

会計処理の透明性、公平性の向上
　給食費を町の予算に位置づけ、予算、決算、監査
等、町の会計ルールに基づいた管理運用を行います。

／
毎
日
の
お
い
し
い
給
食
＼

Q具体的に何が変わるの？
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　町内小中学校の在校生（中学校３年生を除く）は、
今年度中に口座振替依頼書等を提出いただく手続き
が必要になります。
　保護者のみなさんには、追って学校を通じて納付
方法、納期等の詳細、必要書類についてご案内しま
すのでご確認ください。
　なお、小学校新１年生の保護者のみなさんには、
各小学校で行われる新入生保護者説明会の際にご案
内します。

　給食費の公会計化により、さらに安心・
安全でおいしい給食を安定的に提供してま
いります。ご協力をお願いいたします。
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『片手で料理をつくる
―片麻痺の人のための調理の手引き』

遠藤てる/著（協同医書出版社）
　本書は片麻痺の方が料理
をするのにどのようなこと
が大変か、対策や作業手
順、練習方法などがわかり
やすく書かれているだけで
なく、バランスの良い食事
をとるためのポイントや料
理の基礎知識などが詳しく
書かれています。片麻痺の
方だけでなく、障害を持っ
た方がまわりにいる方、料
理を勉強したい方にも参考
になる一冊です。

【開館時間】 ９：00～17：00
　　　　　 （水・金曜日は18：00まで）

たんぽぽおはなし会スペシャル
テーマ 「クリスマス」

日 12月20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。お楽しみに♪

しずくいしおはなし会
日 12月22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！

　　１月は12日（土）14：00～14：30と
　　　　　26日（土）11：00～11：30です。

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
絵本の読み聞かせなど、あそびにきてね♪

日 12月28日（金）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 聞いて楽しいおはなし会

【12・ 1 月の図書館休館日】
毎週月曜日
※ ただし、12月24日、１月14日は祝日開館し、12
月25日、１月15日に休館します。

〈年末年始休館〉　12月29日～１月３日まで
〈蔵書点検による休館〉 ２月18日（月）～２月25日（月）

　2018年に亡くなった文化人等の著作を展示・貸出して
います。
 期間  12月28日（金）まで
 場所  図書館企画展示コーナー

 問合せ 　
図書館（692‒5959）

QRコードでHPへ簡単アクセス！

お知らせ（図書館の利用について）

企画展「惜別2018」

幼児・小学生対象

乳幼児対象

乳幼児対象

今月は「ターゲットゲーム」

みんなでレクリエーションスポーツ！みんなでレクリエーションスポーツ！

　ターゲットゲームは作りがコンパクトなので、室内で行うことができ、また、ルールも簡単なので小さな子どもから
年配の方々まで幅広い年齢層で楽しめます。

 どうやって遊ぶの？ 
　点数の書いてある的にボールを当て、合計点を競
うゲームです。
・ 投げる距離は年齢などによって自由に設定してく
ださい。
・１ゲームの投球数は、１人５～10球程度。
・ シートに書かれた数字が、そのまま点数になりま
すので、その合計点で競います。

 どこで借りられるの？ 
　町営体育館事務室で無料で借りられます。館内で
の使用だけでなく、地域や学校の行事などにも貸出
しています。

このコーナーでは、町営体育館でできるレクリエーションを紹介します。

ボールが的にくっつくので
採点も簡単！
室内でも安全に楽しめます。

的をめがけて投げる
だけ！
どなたでも簡単に楽
しめます。



教育委員会定例会リポート/町教育委員会表彰教育委員会定例会リポート/町教育委員会表彰教育行政・学校のページ

― 11月定例会　議案編　以下の案件が可決されました ―
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
２．雫石町スポーツ推進審議会委員の委嘱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（（1010・・1111月）月）

　10月の定例会では、町立小・中学校へのエアコンの設置計画、地元高校存続のための県内自治体の支援策、
石市における防災教育と地域のつながりの状況などについて話し合われました。

― 10月定例会　質疑応答編 ―
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　中央公民館野菊ホールにて行われた町教育振興運動実践交流会にあわせて、町教育委員会表彰が行われました。
この表彰は、町の教育および文化・スポーツの発展に著しく寄与した個人・団体に対して行うものです。今年度も
二期に分けて実施し、今回の表彰では下記の方々が受賞されました。

６名が受賞！町教育委員会表彰の表彰式を開催1212//11

受賞者（個人・団体名）※敬称略 受賞理由

福
ふくざき

崎　愛
まな

華
か

（雫石小学校５年生）
2018（第７回）東日本都道府県小学生陸上競技交流大会・北海道函館大会兼
第８回青函交流・道南小中学生陸上競技大会（兼第36回北海道小学生陸上競
技中央教室）５年女子100 m　第３位

高
たか

見
み

　柚
ゆ な

名（御明神小学校６年生） 第57回郷土民謡民舞　青少年みんよう全国大会　小学生高学年の部（コンクール）第３位

髙
たかやま

山　和
かず

也
や

（雫石中学校３年生） Ｕ21デフバスケットボール世界選手権に日本代表選手として最年少で出場
し、参加10カ国中、日本は第２位に輝き、銀メダルを獲得

舛
ますざわ

澤　茂
しげる

　 平成19年４月から雫石町社会教育委員を務め、長年にわたり社会教育に対し
熱意をもって取り組み、町の社会教育振興に大きく貢献

目
め

時
とき

　美
み ほ こ

帆子 平成19年４月から雫石町社会教育委員を務め、長年にわたり社会教育に対し
熱意をもって取り組み、町の社会教育振興に大きく貢献

米
よねざわ

澤　ゆりや
ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル東北本選（2017.11.23）
中高生部門Ａ　最優秀賞、ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバ
ルファイナル（2018.3.24）中高生部門　優秀賞（受賞時、雫中３年生）

受賞したみなさん 表彰式の様子
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　大村へき地保育所

　秋には合同運動会が開催され、みんなで一つのことに
向かって頑張る姿に大きな成長を感じることができまし
た。
　また、保育所行事として行っている七夕会や夕涼み会、
秋祭りでの神輿担ぎ、ハロウィンごっこでは、ご家族や
地域の方々、子ども会のご協力をいただきながら楽しん
で交流することができました。
　子どもたちは多くの人に支えられてたくさんの経験を
したり、刺激を受けたりして日々成長しています。
　これからも人とのつながり、関わりを大切にしながら
たくさんの経験を通して、心も体も逞しく豊かに育って
ほしいと願っています。

がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

　大村へき地保育所には、今、５歳児の２名が元気に通っ
ています。小学校入学に向け、集団生活など様々な経験
をしてほしいと思い、今年度から週に２回、御明神保育
所、橋場へき地保育所と一緒に合同保育を行っています。
　新しいお友だちと一緒に遊びや行事を楽しんだり、給
食体験をしたり、よい経験ができています。

子どもたちの力作を紹介します －本人（○）と先生（◆）からのコメント－

のことにとにことにににににににととととここことに催催されされ、みんなで一つさ催さ催さ な催ささ同運動会が開催開催同運同運動運動 催催催同運動運運動 催催開催　秋には合合同同同同同
でできまきまししな成長成長を感を感じるじることことががな成な成成長成長成成長向向か向かって頑張頑張る姿る姿る に大に大きなきな張る張る なきな張張 姿る姿る姿る姿るる張る張 なななななきなききな向かかか てって頑頑頑張頑張張張張張

大大大大大大大村へき地保育所にには、今、５歳児のの２名が元気に元元がが元２２名名が っに通
ていていますます 小。小学校学校入学入学に向に向けけ、集団集団生活生活などなど様々様々なな活など様活など様様様々な様々な生活生活などどどどどどど学に向け 集団生活生活活など様々など様ど様ど様活などなどどどどど活など様々な様ど様ど様活などど な経な経な経経な経験験な経験経験な経

人とのつながりを通じて人とのつながりを通じてシリーズシリーズ「輝」「輝」
№162№162 保育士　石塚　久雄

村
むら

田
た

　柚
ゆ な

奈　さん（５歳）　村
むら

田
た

　夢
ゆめ

翔
と

　さん（６歳）
「秋のピクチャーフレーム」

〇夢翔さん…松ぼっくりをつけるところを頑張リました。どんぐりの帽子もつけて秋っぽくしました。
〇柚奈さん…茶色の紅葉やイチョウの葉を貼って、秋っぽく作リました。
◆秋の散歩を楽しみながら、フレームの素材を自分たちで探しました。フレームにつけるときにはバランスを考
え、きれいに見えるように工夫して作っていました。

ハロウィンごっこ

合同運動会

お兄さんお姉さんと一緒に



心豊かに暮らせるまちへ…　スポーツ情報生涯学習・文化芸術・スポーツのページ
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町内で行われる各種スポーツ大会

日　程 大会名 場　所

１月
12日（土）～13日（日） 第28回小学生バレーボール雫石交流大会 町営体育館
19日（土）～20日（日）
26日（土）～27日（日） 全日本少年フットサル大会　岩手県大会 町営体育館

２月
２日（土）～３日（日）
９日（土）～10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

11日（月） 雫石インドア ･キッズベースボール１st ステージ 町営体育館

岩手県中学校新人大会（後期）　《11/４、17、18日》
☆バレーボール
【男子】３位　０‒２　金ケ崎中
☆バスケットボール
【女子】ベスト８　41‒62　大宮中
☆柔道
【男子】　団体　１回戦敗退　１‒３　盛岡河南中
　　　　個人　（81 kg級）　３位　杉本　柊
☆卓球
【男子】　団体　２回戦敗退　２‒３　花巻北
　　　　個人　１回戦敗退　櫻糀　芯理
　　　　　　　２回戦敗退　堀合　柊羽
　　　　　　　３回戦敗退　山田　名悠汰

第13回町民ゲートボール大会
《11月25日（日）：屋内ゲートボール場》
【第１位】　下町三　行政区
【第２位】　上町一 ･二行政区
【第３位】　駅　前　行政区

第44回町内継走大会　《11月18日（日）：町営陸上競技場》
部　門 第１位 第２位 第３位 区間賞

一般男子 チームネクサス 岩手大学ゲートボール同
好会 盛岡工業高校Ａ 岩井　優也

（チームネクサス）
一般男子町内 御所地区体育会B 寺の下底人 御所地区体育会Ａ

中学生男子 雫石中学校駅伝部選抜 滝沢第二中学校 Ｔ ･Ｓ ･Ｍ 若林　夢希
（雫石中学校駅伝部選抜）

一般女子 高橋蘭美とゆかいなバナ
ナたち セブンティーンズ IWASUPO女子Ａ 関　夏奈子

（高橋蘭美とゆかいなバ
ナナたち）一般女子町内 御明神体育会（レディー

ス） 日赤鶯鳴荘

中学生女子 滝沢第二中学校 Team Shine Spirit 雫中女子Ｂ 古川　歩聖
（滝沢第二中学校）

小学生 ワン ･フォー ･オール フロンターレ 御明神Ａ 小林　龍弥
（ワン･フォー･オール）

☆バドミントン
【男子】　団体　１回戦敗退　０‒２　前沢中
　　　　個人（ダブルス）
　　　　　　　１回戦敗退　谷藤　丈太・上野　登生
　　　　　　　ベスト８　岩浅　大翔・佐々木　大喜
【女子】　団体　１回戦敗退　１‒２　前沢中
　　　　個人（ダブルス）
　　　　　　　２回戦敗退　林尻かなみ・萩臺　眞耶
☆剣道　【男子】個人　１回戦敗退　佐々木　創成
☆新体操　【女子】総合　３位　高見　唯稟

　12月21日（金）から本年度の冬季営業を開始します。
※ 積雪状況によりオープンが遅くなる場合がありますの
で、ご了承ください。

 費　用  個人：（町民）無料
　　　　　　 （町外）一般200円/小中高生100円
　　　　※貸切の場合はお問い合わせください。
 営業時間  ９：00～17：00
　　　　※積雪状況により休場する場合があります。
 休場日  １月23日から毎週水曜日は休場日
 レンタル  クロスカントリー用スキー　一式1,000円
 問合せ  ケッパレランド（695-2211）

ケッパレランド冬期営業開始

各種スポーツ大会結果（※敬称略）



しずくいし少年少女合唱団　第４回発表会

募　集 お知らせ イベント

’93世界アルペン開催記念スキー大会の競技役員（ボランティアスタッフ）募集

スポーツ吹矢初級講座・後期の受講者を募集！

9広報●教育しずくいし●2018●12●No.165●

 日　時 　12月23日（日）　14：00開演（13：30開場）
 場　所 　中央公民館　野菊ホール
 入場料 　無料（整理券が必要です）　※無料託児室あり
 整理券配布場所 　町中央公民館・各地区公民館
 問合せ 　中央公民館（692‒4181）

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室
 日　時 　【７期】１月８日～３月12日
　　　　（毎週火曜・全10回）10：00～11：30
　　　　【８期：午前の部】１月10日～３月14日
　　　　（毎週木曜・全10回）10：00～11：30
　　　　【８期：夜間の部】１月10日～３月14日
　　　　（毎週木曜・全10回）19：00～20：30
 場　所 　町営体育館
 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）
 申　込 　 12月22日（土）～28日（金）までに電話にて町営体育

館（692‒5030）へ
～ 町民スキー大会アルペン競技参加者募集 ～

 期　日 　１月26日（土）
 場　所 　雫石スキー場　サンシャインコース
　　　　※ 積雪、コース状態などにより変更となる場合が

あります。
 参加資格 　・町内在住または勤務の方
　　　　　・町内の小中高生
　　　　　※スポーツ傷害保険への加入が必要です。
 参加料 　無料
 申　込 　 １月18日（金）17：00（厳守）までに町営体育館備

付の申込用紙に必要事項を記入の上、体育館事務
室に提出してください。

 その他 　 クロスカントリー競技は、３月９日（土）開催です。
詳細は、教育しずくいし２月号に掲載します。

 お問合わせ 　町営体育館（692‒5030）

 日　時 　 【６期】１月８日～３月12日
　　　　（毎週火曜・全10回）16：30～18：00
　　　　【７期】１月10日～３月14日
　　　　（毎週木曜・全10回）16：30～18：00
 場　所 　町営体育館
 内　容 　 バランスボール・マット運動・陸上・サッカー

等いろいろなスポーツ体験
 対象・定員 　町内在住の小学生、先着10人
 費　用 　1,700円（体育館使用料・保険料含む）
 申　込 　 12月22日（土）～28日（金）までに電話にて町営体

育館（692‒5030）へ

雫石町ジュニア・アスレティック教室

 日　時  １月29日～３月５日の毎週火曜日／全６回
　　　　18：30～　２時間程度
 場　所 　中央公民館　大会議室
 講　師 　町スポーツ推進委員
 対　象 　・町内在住または勤務の方
　　　　・町内の小中高生
 定　員 　各日20人
 費　用 　300円（１回）
 持ち物 　運動できる服装、内履き、タオル、飲料水
 申　込 　生涯学習スポーツ課（692‒4181／中央公民館）

 従事日 　２月20日（水）、21日（木）
　　　　２月23日（土）、24日（日）
 大会場所 　雫石スキー場
 従事時間 　６：00～17：00
　　　　　※大会の開催状況によって前後します。
 募集人数 　各日10人
 日　当 　5,000円（交通費込）

 従事係 　コース整備係、旗門係、フィニッシュ係、庶務係等
　　　　※ スキー経験の有無等により従事していただく係

を決定いたします。
 募集条件 　（1）18歳以上の方
　　　　　（2）大会会場まで通うことができる方
　　　　　※スキー経験は問いません。
 募集期間 　12月13日（木）～１月24日（木）
 申　込 　生涯学習スポーツ課（692‒4181／中央公民館）

プログラム

第１部
～ハーモニーアラカルト～
☆一つの明かりで
☆太陽のサンバ
☆群青　　　　　　　他

第２部
～世界の歌で元気に～
☆喜びの歌（第九）
☆トップオブザワールド
☆上を向いて歩こう　　他

第３部
～音楽劇～
☆スイミー

昨年の様子
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　「チャレンジする子どもを育てるために」と題した講演は、子
育てだけでなく、人間関係にも通じるお話でした。なぜあの時あ
んなことを…と、思うこともあると思います。そんな時、「挑戦
したこと」に価値を見出せると素敵な人生になりそうですね。（K）

　2018年、皆さんはどんな一年だったでしょうか？私は、毎日
ドタバタでしたが、何とか無事に過ごせたのも、周りの人たち
の協力があってこそ。感謝しかありません。ありがとうござい
ました。皆さんよいお年を。（H）

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「「KK」」の小部屋
〈通算第45回 Ｋ編第33回〉
第57回郷土民謡民舞　青少年みんよう全国大会で小学生高学年の部第３位の
成績を残し、町教育委員会表彰を受賞した

　御明神小学校６年　高
たか

見
み

　柚
ゆ な

名さん

　８月５日（日）、東京都中野区なかのZERO小ホールで行われた第57回郷土
民謡民舞青少年みんよう全国大会　小学生高学年の部に高見柚名さん（御明神
小６年）が出場。「どどさい節」を披露し、高学年の部に出場した26人のうち、
見事第３位に輝きました。また、その結果を受け、この度、町教育委員会表彰
を受賞しました。今回は、青少年みんよう全国大会に出場しての感想や今後の
目標を伺いました。

（K）練習ではどのようなことに気をつけていましたか？
（高）緊張すると、のどがつまって途中で切れてしまっ
たりするので、まず楽しく歌うことと、自分の持ってい
る声を生かして頑張ろうと思っていました。
（K）民謡をやっていて楽しいと思うことは何ですか？
（高）歌うことが好きなので、楽しいです。また、民謡
はいろいろな曲があるし、大きな声で気持ちよく歌える
ので、歌っていて楽しいです。
（K）今後の目標を教えてください。
（高）全国の小学生の中で１位を目標としていました。
来年は中学生になるので、中学生の部では１位をとれる
ように頑張りたいです。応援よろしくお願いします。（K）民謡を始めたきっかけは何ですか？

（高見柚名さん：以下（高））歌が大好きで、小学３、４
年生の時にお母さんから民謡というものがあるよと教え
てもらいました。実際に体験してみて、大好きになりま
した。家族も「柚名は声がきれいだからやってみない？」
と言ってくれて、おばあちゃんが民謡を好きだったのも
きっかけのひとつです。最初は節を回すところとかもで
きなかったけど、色々な曲を覚えて大会にも出てみたい
と思っていました。
（K）全国大会に出場して、どうでしたか？
（高）全国からたくさんの人が出場するような大きな大
会は初めてだったので、とても緊張したけど楽しかった
です。先生には、緊張しないで、楽しく歌っておいでと
言われていました。練習で言われたことをすべて出せた
と思います。

※訂正とお詫び　11月号で掲載しましたシリーズ対談の写真説明文の氏名に誤りがありました。お詫びして訂正します。
　正）藤村さん　誤）藤原さん

第57回郷土民謡民舞青少年みんよう全国大会

平成30年３月24日に行われた
第14回岩手県下青少年少女み
んよう大会で優秀賞を受賞


