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情報が満載！
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雫石の

〔10月21、28日〕町内の小学校で学習発表会開催！
10月21日
（土）
に上長山小、28日
（土）
に７小学校（雫石、七ツ森、下長山、西根、御明神、橋場、御所小）の学習発
表会が開催されました。今年度で閉校する５校（上長山、下長山、西根、御明神、橋場小）は最後の学習発表会とな
りました。児童は、保護者、先生、地域の方々に見守られながら、これまでの活動や成果を発表しました。

《下長山小学校》
５・６年生による豊年太鼓

《上長山小学校》
全校合奏

《御明神小学校》
２年生による劇

《西根小学校》
全校合唱

《橋場小学校》
全校合唱

学習発表会で御所小学校校歌のお披露目を行いました

雫石町立御所小学校
作詩
作曲

一

ゆかりゆかしい 御所の地に
北に仰ぐは 岩手山
湖水のほとり 学び舎で
大きな夢に 歩み寄り
歴史の雫 御所小学校
みんな進んで かしこく学ぼう

二

土の香りも ここちよく
走るわれらは たくましく
ひかりのように ほがらかな
うぐいすの声 谷渡り
歴史を拓く 御所小学校
みんな明るく 笑顔で歩もう

三

御所のみなもと みなみ川
雪解けの水 春を呼ぶ
希望のあかり かかげよう
とわにふるさと 輝いて
歴史を刻む 御所小学校
みんな元気に 未来に進もう

全校合唱で新しい校歌を披露

４月に開校した御所小学校の校歌が完成し、学習発表
会において、校歌のお披露目が行われました。校歌が書
かれた銘板を除幕したあと、全校合唱で新しい校歌を歌
いあげました。
10月５日
（木）
には御所小学校で、校歌作成を担当した
七澤英貴氏（作詩）と平井秀明氏（作曲）から直接、校
歌指導が行われました。お二人は「岩手山に守られ、自
然に囲まれて育つ児童の皆さんに、地元への愛情を込め
て歌っていただくように、との思いを込めて作成しまし
た。３つの学校が統合するにあたり、長い伝統を受け継
ぎながら、新たな歴史を拓き、刻み始めるスタート地点
にいる児童のみなさんの元気な歌声と笑顔に触れて、明
るい未来に向かって歩んでいかれることと確信しまし
た。最後の三部合唱箇所は、三校が一つに合わさり、手
を携えて歩んでいただくことへの希望を込めておりま
す。ぜひ誇りを持って、歌い継いでいただければ嬉しく
思います。
」と、校歌への想いを語りました。
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校歌

七澤英貴
平井秀明
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スローガン

しずくいしの教育

特集
平成29年度雫石町教育振興運動実践交流会
実践交流会は、雫石町の子どもたちが健やかに成長できるよう地域ぐるみで教育振興運動を推進するため、児童生
徒・学校・家庭・地域・行政が連携し、子どもの教育環境を考える場として毎年この時期に開催しています。町民の
みなさんで雫石の教育を考える１日にしましょう。
日
場
内

昨年度の実践交流会の様子

時 12月２日
（土） ９：00〜12：10（受付８：30〜）
所 中央公民館野菊ホール
容 ★平成29年度雫石町教育委員会表彰式
★メディア標語コンクール表彰式
★実践報告
上長山小学校実践区

今年度で143年の歴史に幕を閉じる上
長山小学校の学校・保護者・地域の「絆」
の軌跡を発表します。

【実践報告】雫石小学校で取り
組んでいる青空太鼓を披露

御明神小学校実践区

読書活動の充実、ノーゲームデー、健全育成の取り組み、
地域と連携した教育活動について発表予定です。
★講演会 演題「人は必ず成長！〜才能は有限、努力は無限〜」
かんばら
こうたろう
【講 師】元岩手県立黒沢尻北高等学校校長 上原 耕太郎 氏

★講師

【講演会】文武両道の大切さを
伝えました

上原耕太郎先生のプロフィール

昭和25年北上市生まれ。岩手県高校教員として現場一筋37年間勤務（平成17年４月から平
成19年３月まで雫石高等学校に副校長として勤務）
。定年退職後は、北上市で小規模農業の
傍ら、地元行政区の公民館長、年間20回前後の講演会講師、北上市内の塾で高校生を対象に
週３日物理の講師、西和賀高校魅力化推進コーディネーターとして活躍されています。

ノーゲームデーへの取り組み
☆第２回ノーゲームデー

11月22日（水）

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取り組んでいます。その取り組みの一環とし
て「ノーゲームデー」を実施しています。

＊この日は、雫石町内全ての児童・生徒のみなさんは、ゲームをしないで過ごしてみましょう！

ノーゲームデーのねらい
①自分のやるべきことは何か考えて、有意義に過ごす日にします。
家族でも話し合いましょう。
＊外遊び、読書、勉強、お手伝い、一家団らん、早寝など
②普段からゲーム時間が多い人は、この日だけゲームを我慢するの
ではなく、自分の生活をふり返り、生活リズムをつくっていくきっ
かけにします。
★第１回ノーゲームデーを、６月27日（火）に実施しました。

結果 小学校95.6％
結果

中学校97.8％

★第２回ノーゲームデーは、第１回の結果を上回れるように、100％ をめざして取り組みましょう。
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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

『えちぜんぜき』
（滝沢村/1993年発行）

しずくいしおはなし会
日 11月25日
（土）11：00〜11：30 場 町立図書館
★「こんとあき」林 明子/作 ほか
４月から第２、４土曜日の月２回開催しています。
12月は９日（土）14：00〜14：30、
23日（土）11：00〜11：30です。

主人公の綾織越前広信（あや
おりえちぜんひろのぶ）は用水
路の工事を行い、昔の雫石や滝
沢に水を引いた人物です。
彼は私財を投げ打って越前堰
（えちぜんぜき）を作りました。
そんな偉人の生涯をわかりやす
く描いています。

たんぽぽおはなし会
テーマ「さむいけど、まだまだ秋を楽しもう」
日 11月16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。
内容については当日来てからのおたのしみ♪

お知らせ（図書館の利用について）
【開館時間】９：00〜17：00
（水・金曜日は18：00まで）
【11･12月の図書館休館日】
毎週月曜日
※ただし、12月29日〜１月３日までは年末年始のた
め休館いたします。

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 12月４日
（月）10：30〜11：00

場 健康センター

企画展示「文学賞受賞作品」

文学賞受賞作品や候補作を集め展示・貸出します。
【期間】11月30日（木）まで
【場所】図書館企画展コーナー

心をひとつにして取り組んだ 第１回吹奏楽教室 開催
10月21日（土）、町中央公民館野菊ホールにて生涯学習事業「雫石町吹奏楽教室」による第１回発表会が開催されました。
雫石町吹奏楽教室は昨年度より活動をはじめ、毎週月曜日に野菊ホールで練習に取り組んでいます。今年４月に発表会を
開催することを決定してから、団員の皆さんはより一層練習に励むとともに、発表会の内容についても熟考してきました。
発表会前半では「おどるポンポコリン」や「スタジオジブリ名曲集」のような親しみのある音楽が奏でられ、発表会後半
では青湖苑社中のみなさんの踊り、荒屋敷富夫さんによる尺八、しずくいし少年少女合唱団が歌う「南部蝉しぐれ」との
コラボレーションが実現しました。
同教室は、団員のリーダー的存在である上原充郎さんの「共に音楽を奏でたい」という思いから発足しました。その思
いは多くの仲間を呼び、また踊りや尺八、合唱とのコラボレーションのように垣根を超え、地域に根差した同教室の未来
が見える発表会となりました。

地域の様々な団体とのコラボレーション

しずくいし少年少女合唱団

荒屋敷富夫さんによる尺八
青湖苑社中のみなさん
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生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

心豊かに暮らせるまちへ…

大会結果・スポーツ情報

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７回「アブドミナル

･ ボード（シットアップ ･ レッグレイズ）」編

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、上半身の腹直筋（腹部の中央にある
平たい筋肉）、外腹斜筋（お腹回りを斜めに走る筋肉）
、内腹斜筋（外腹斜筋の深層にある筋肉）です。

《シットアップ》
ボードを適度な高さにセットし、画像のように足を
掛け仰向けに寝ます。
その後、両手を頭の後ろに組み、上体を起こすのと
元に戻すのを繰り返します。

《レッグレイズ》
シットアップとは逆に、画像のようにボード下方に
足が来るように仰向けに寝て、上部のグリップを両手
でつかみます。
その後、膝を伸ばした状態で両脚を跳ね上げ、上下
運動を繰り返します。

どちらの運動も、膝を曲げず１・２で起こす動作をし、１・２・３・４で戻す動作をします。

次回開催に期待！

町民ハイキング

10月22日
（日）
、参加者32人と統導者６人で福島県
福島市の吾妻小富士へ向かいましたが、現地では雨
が止むことなく降り続いていたことから中止となり
ました。本来であれば３時間ほどかけて「浄土平」
をハイキングし、雄大な景色の中で昼食という計画
でした。来年の町民ハイキングは天候に恵まれるこ
とを期待します。

鶴巣パーキングエリアで記念撮影

町営屋外体育施設が冬期休場します
次の屋外施設が平成30年４月下旬まで冬期休場となります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
◎

御明神運動場

◎

町営野球場・テニスコート・陸上競技場芝生グラウンド
運動公園内グラウンドゴルフコース・各地区運動場

…

11月１日（水）より休場中

…

11月13日（月）より休場

※陸上競技場の全天候部分（砲丸投げと幅跳び砂場除く）は11月30日（木）まで積雪時以外はご利用が可能です。

町内で行われる各種スポーツ大会
日

程

19日
（日）
11月
12月

26日
（日）
２日
（土）
・３日
（日）

〜みなさまの観戦をお待ちしています。〜
大会名

場

所

町内継走大会

町営陸上競技場

町卓球選手権・行政区対抗卓球大会

町営体育館

町民ゲートボール大会

町営ゲートボール場

岩手県少年少女フットサルフェスティバル

町営体育館

【問い合わせ】 町営体育館（692‒5030）
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教育行政・学校のページ

教育委員会定例会リポート／雫中祭／小学校統合に向けた取り組み など

教育委員会定例会リポート（９・10
10月）
月）
― 9月定例会

質疑応答編 ―

９月の定例会では、小学校統合に向けた準備状況（校歌、スクールバスの運行ルート、運動着の色）
、町民劇
場の進捗状況、学校施設に係るAEDの設置場所及び管理方法などについて話し合われました。

― 10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

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）

それぞれの想いがひとつになった雫中祭
10月７日
（土）
に、雫石中学校の文化祭「雫中祭」が「彩り〜それぞれ
の想いを音にのせて〜」のスローガンのもと、野菊ホールで盛大に行わ
れました。のべ800人を超える多くの来場者を前に、午前中に合唱コン
クールが行われ、午後は吹奏楽部、応援団・チアリーダーの発表、合唱
コンクールの表彰が行われました。ロビーには美術部、家庭科部の作品
も展示され、雫中生の文化の集大成にふさわしい１日となりました。

合唱コンクールの様子

小学校統合に向けた取り組み（第16回）
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。

御明神地区
８月31日
（木） 第４回準備委員会役員会 役場会議室
〇校歌・校旗等の進捗状況、スクールバス運行計画、校舎等施設整備関係、閉校式および閉校事業の進捗状況
などについて協議しました。
10月11日
（水） 第９回準備委員会 御明神公民館
〇現時点の校歌作成の状況、校旗等のデザイン案について確認しました。
〇スクールバスの運行計画について、乗車場所と降車場所を確認し、詳細な運行経路については、次回調整す
ることにしました。
〇校舎の施設整備について、次の通り協議しました。
・平成29年度：最低限の改修と大規模改修をするための改修箇所の要望の取りまとめ
・平成30年度：大規模改修の実施設計
・平成31年度：大規模改修工事
特に、校舎のトイレ改修については、早期対応の必要があるという要望が出されましたが、トイレの改修およ
び給排水等の更新には十分な予算が必要となるため、大規模改修の内容に盛り込むことを協議しました。
〇伝統芸能・文化・スポーツ等の活動については、現在の各団体の活動内容を確認し、統合後も引き続き現在
と同様に活動することになりました。
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。

就学援助制度（入学前支給）のお知らせ
町教育委員会では、平成30年４月に雫石町立小・中学校に入学予定のお子さんがいるご家庭で、就学援助の対
象となる人に、新入学児童生徒学用品費等（入学準備に必要な費用）を入学前に支給します。希望される方は、
平成30年１月31日
（水）
までに申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類を添えて学校教育課までご提出ください。
なお、制度の詳細や申請書の様式は町ＨＰに掲載しています。

【問い合わせ】 学校教育課（692‒6412）
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がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 西根小学校

シリーズ「輝」 「地域とともに」

校長

№149

下川

恵司

西根小学校では年間を通じて地域の方々と交流しながら、地域とともに教育活動や地域活動を推進しています。
西根小学校では年間を通じて地域の方々と交流しながら、地域とともに教育活動や地域活動を推進しています
に教育活動や地域活動を推進しています
育活動や地域活動を推
育活動や地域活動を推進していま
ています。
①資源回収…年３回、地域の方々の協力の下、児童と保
①
資源回収…年３回、地域の方々の協力の下、児童と保
護者が協働しておこなっています。PTA 活動資金に
もなっています。
②クリーン作戦…毎月１回登校の際、地域のゴミを拾っ
てくる活動です。
③環境整備作業…地域の方々に学校の整備作業をしてい
ただいております。今年度は120名以上の方々に整備
していただきました。

わんぱく相撲大会

④地区民大運動会…小学校の運動会と一緒に開催して交
流を深めています。

祖父母交流会

⑤盆の踊り…学校の校庭に地域の方々が集まり、盆踊り
花火大会をおこなっています。地域の一体感を感じる
行事となっています。
⑥わんぱく相撲大会…大宮神社祭典の時に開催していま
す。練習から地域の方々に指導を受けて、本番では真
剣勝負の取組がおこなわれています。
⑦祖父母交流会…社会福祉協議会と一緒に開催し、地域
の方々と楽しい時間を過ごしました。

地区民大運動会
子どもたちの力作を紹介します

や は ば

かいり

−本人（○）と先生（◆）からのコメント−

そではやし

ら い る

し ん や

ほのか

２年 矢幅 浬さん
「なかよくあそぶきょうだいたち」

４年 袖林 徠琉さん
「夏の岩手山」

６年 新屋 和さん
「秋の風景」

○わたしは、スイミーのはじめのばめん
で、みんながなかよくあそんでいるとこ
ろをかきました。１ばんくふうしたとこ
ろは、海がきらきらしてみえるようにブ
ラシを使ったことです。

○ぼくは、岩手山を初めてかきました。
水をたっぷり使って雲をかいたり、トン
トンぬりに気をつけて色々な色を使った
りして、夏の岩手山をうまくかけてよ
かったです。

○私は、わりばしや小筆を使って、自分
の好きな季節の秋をイメージしてかきま
した。すみで細くしたり太くしたりして
書くのが難しかったです。秋らしさを出
すために、もみじなどをかいて工夫しま
した。

◆ブラシで光の様子を表したことはもち
ろん、魚の形をスタンプにして、たくさ
んの魚を作ったところも工夫しました
ね。スイミーたちが楽しく遊んでいる様
子が伝わってきます。

◆徠琉君は自分の好きな夏の岩手山の絵
を描きました。子どもたちは、普段何気
なく見ている岩手山の季節の移ろいやそ
の変化を話すようになりました。

◆墨と水の加減を変えたり、割り箸や小
筆を使ったりして、自分の表したい世界
を描きました。水面に映る風景まで描く
センスが、さすが和さんです。
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心豊かに暮らせるまちへ…

えひめ国体カヌー少年男子スプリント200m吉田俊吾選手

大会結果・スポーツ情報
優勝！

え がお

10月１日
（日）
〜10月４日
（水）
、
「2017愛顔つなぐえひめ国体」カヌー競
技が愛媛県の鹿野川湖特設カヌー競技場で開催され、雫石町の吉田俊吾選
手（雫石中出身、不来方高２年）が出場しました。
吉田選手は少年男子スプリント・カナディアンシングル500メートル決
勝で３位入賞。同200メートル予選を１位で突破し、決勝でも積極的なレー
スで見事優勝を果たし、岩手県勢初の栄光に輝きました。
10月18日
（水）
、町役場を訪れ深谷町長らに大会の結果を報告した吉田選
吉田選手（左から２人目）
手は「500メートルで３位入賞できたことが自信になった。得意の200メー
トルは自分の漕ぎで全力を出せた。来年は500メートルも優勝したい。」と次の目標を定めました。

えひめ国体アーチェリー競技岩手県成年女子団体

岩手県勢初の優勝
え がお

右から鈴木監督、角監督、川渕選手

10月２日（月）〜４日（水）、
「2017愛顔つなぐえひめ国体」アーチェリー
競技が愛媛県今治市宮窪石文化運動公園で開催され、成年女子団体が岩
手県勢初の優勝、成年女子個人で川渕真弓選手が第８位、女子総合成績
で第４位、男女総合成績で第８位と輝かしい成績を収めました。
10月20日（金）、アーチェリー競技選手団を代表して川渕真弓選手、少
年・成年女子監督の鈴木啓太郎さん、少年・成年男子監督の角清一さん
が町役場を訪れ、深谷町長らに大会の結果を報告しました。

岩手県高校新人大会ボート競技で雫石高校伊藤広樹選手

優勝

９月１日
（金）
〜３日
（日）
、花巻市田瀬湖ボートコースで開催された県高校新人大
会ボート競技シングルスカルに雫石高校２年伊藤広樹選手が出場し、予選、準決勝
と組１位で突破し、決勝でも約５秒のタイム差をつけ、見事優勝を果たしました。
また、10月21日
（土）
に福島県喜多方市の県営萩野漕艇場で行われた東北選抜大会
に挑み、準決勝進出と健闘しました。
伊藤選手は「新人戦は全国選抜大会出場の出発点と考えていたため、優勝できた
のは嬉しかったが、それよりも次のステップへの１歩をやっと踏み出せたという感
伊藤選手（左）と松尾校長
情が強かった。東北選抜大会では他の選手に比べ体力が不足していることを思い
知った。オフシーズン中の練習では、限られた練習時間内での運動量を増やし、インターハイでの入賞を目指し
たい。
」と今後の目標を力強く語りました。

岩手県中学校新人大会（前期）結果
☆ソフトテニス
【女子】
（個人）１回戦敗退
小田結莉菜・高橋楓 ３−４ 大船渡中
（団体）１回戦敗退
１−２ 御返地中
☆ソフトボール
１回戦敗退 １−10 西南中

（敬称略）
☆陸上（第３位までの入賞者を掲載）
【男子】
共通800ｍ
第２位 若林夢希
２年100ｍ
第３位 細川翔汰
２年1500ｍ
第３位 若林夢希
400ｍリレー 第３位
用烈士・細川翔汰・吉田流華・若林夢希
【女子】 ２年 100ｍ 第３位 澤田夏芽

※後期については、11月６、18、19日に行われます。

第46回町スポーツ少年団秋季野球大会結果 〔９月30日（土）〜10月１日（日）〕
【メインの部】
優 勝：安庭ブルーサンダース
準優勝：西山ボンズ

8

【育成の部】
優 勝：雫石ベアーズ
準優勝：西山ボンズ
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心豊かに暮らせるまちへ… お知らせ掲示板

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」
「野菜たっぷりシチュー」
と
「カボチャプリン」
を作ります。
日 時 12月20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 12月８日（金）までに中央公民館へ
（692‑4181／受付：平日９：00〜17：15）
＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

誰でもできる健康スポーツ
スポーツ吹き矢をやってみよう！
日

対
定
費
服
申

12日開催
11月11、
OK ！
当日参加

時 11月11日
（土） 雫石公民館
10：00〜
御明神公民館 14：00〜
11月12日
（日） 西山公民館
10：00〜
御所公民館
14：00〜
象 子どもからお年寄りまで
員 １会場30人程度
用 100円（マウスピース代）※持参の方は無料
装 動きやすい服装で、上履きを持参ください。
込 直接会場にお越しください。

第60回雫石町無形文化財芸能祭

町民ゲートボール大会

今年度も、町指定無形民俗文化財をはじめとする民俗芸
能を一斉に披露します。雫石町に伝承されてきた民俗芸能
をご堪能ください！
日 時 11月23日（木・祝）
【午前の部】 8：30開場 9：00開演
【午後の部】 13：00開演（15：45終演予定）
場 所 中央公民館 野菊ホール
内 容 神楽や雫石よしゃれ、さんさ踊りなど、計31演目
を15団体で演じます。
見どころ
60回目の記念の年ということで、今年は友好都市である
う な い が ふちしんめいぐう お か ぐ ら
静岡県富士市より「鵜無ケ淵神明宮御神楽保存会」をお呼
びし、富士市指定無形文化財を披露いただきます。雫石で
は見ることのできない芸能をぜひご覧ください。
〜記念品の手拭いを先着60名様にプレゼント！〜

期 日 11月26日
（日）
会 場 町営屋内ゲートボール場 旧南畑小学校東側建物
参加資格 町内在住または勤務・通学する小学３年生以上の方
参加料 無料
チーム編成 原則として行政区対抗とし、チームは５〜８
人で構成する。監督または主将を希望により雫石町ゲート
ボール協会から派遣します。参加者が５人に満たない行政
区は、１人からでも参加できるものとし、その際事務局に
おいて混合チームを編成します。
持ち物 スティック等の用具は協会で準備します。
申 込 下記施設に設置された所定の用紙により11月21日
（火）
までにお申し込みください。
・町営体育館（692‑5030）
・町営屋内ゲートボール場（695‑2031）

スキーレッスン参加者
◎雫石ジュニアレーシングチーム（小学生向け）
【活動日】１月下旬〜３月中旬、火・木曜日ナイター練習
８：00〜15：30
【活動内容】ポール練習のほか、各種大会参戦予定
【年会費】15,000円（保険料込）※大会参加費別途
◎チャイルドスキーメイト（小学生向け）
【活動日】12月24日〜３月４日までの日曜日
９：00〜12：00（全10回予定）
【年会費】12,000円（保険料別途）

募集中 !!

◎サンデーワンポイントレッスン（一般中級者向け）
【活動日】12月24日〜３月４日までの日曜日
13：00〜15：00（全10回予定）
【年会費】8,000円（リフト券別途・保険加入は各自）
◎チャイルドスキー & サンデーワンポイントレッスン
（SAJ ジュニアバッジテスト２級以上）
【活動日】12月24日〜３月４日までの日曜日
９：00〜12：00、13：00〜15：00（全10回予定）
【年会費】15,000円（保険料込）

募集要項など、詳しくは雫石町スキー連盟のホームページ（http://shizuski.hp-ez.com/page9）をご覧ください。

【問い合わせ】 NPO雫石町スキー連盟（692‒4197）

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６回）
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。

玉蜀黍小屋一（とうもろこしごやいち） 建設年：昭和４年
玉蜀黍小屋二・三・四（とうもろこしごやに・さん・し）
建設年：不詳（大正５年移築）
家畜の飼料になるトウモロコシの乾燥・貯蔵庫として建設され、現在は木材乾
燥用に使用しています。現在も当時の姿を色濃く残し、小岩井農場の歴史を示す

玉蜀黍小屋一

建物のひとつとして重要です。
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聞いてきました！

「K」の小部屋

シリーズ対談・編集担当

〈通算第32回 Ｋ編第20回〉

上長山無形文化財振興会のみなさん
上長山無形文化財振興会は、「田植え踊り」や「さんさ踊り」、
「よしゃれ」など、
多様な民俗芸能の保存伝承に努めている団体です。昭和56年に発足した当初は、六
区・七区行政区の全世帯を会員として組織していましたが、現在はこの２つの行政区に限らず、地区住民に広く活動への参加
を呼びかけ、上長山小学校児童が学習発表会でよしゃれを披露するなど若い世代への伝承活動も活発に行われています。今年
２月には、友好都市である静岡県富士市で開催された第33回ふるさと芸能祭に出演し、活動の幅を広げています。今回は、上
長山無形文化財振興会を代表して８人の方に、活動の魅力やこれから頑張りたいことなどを伺いしました。

い わ い

さとし

岩井 敏さん
（会長）

小さい子から大人まで集まって世代間
の交流ができるということがいいところ
です。今、若い人たちが頑張って先に立っ
て教えているので、それに子どもたちが
ついてきてくれれば保存会として最高に
いいと思います。今後も、子どもたちも
大人たちもみんな集まって練習すること
で、若い世代を育てていきたいです。

自分たちの踊りを見ていただいたお客
さんに良かったよと言われて拍手をもら
えると嬉しいです。静岡県富士市での出
演をきっかけに保存会の踊りのレベルも
上がってきたと思うのでそれを維持しな
がらもっと向上できるように頑張りたい
と思います。

う わ の

さ

ち

上野 紗知さん
（小学6年）

か も ん

と し き

嘉門

俊樹さん

みんなと楽しみながら上達できて、よ
しゃれ祭りや芸能祭などでその成果を発
揮することができるところがいいところ
だと思います。高校生や大人の人たちみ
たいに上手に踊れるように頑張りたいで
す。

親戚のお姉ちゃんがやっていて、私も
踊りがうまくなりたくて入りました。教
えてもらってうまくなれるのが楽しいで
す。踊りがうまくなれるよう頑張りたい
です。

きただて

あ や な

北舘 彩菜さん
（小学2年）

い わ い

あ お み

岩井

碧海さん

お祭りのような感じでみんなでできる
ので、スポーツとはまた違うチーム力が
あるところがいいなと思います。見てい
る皆さんに楽しく踊っているのが伝わる
よう頑張っています。ぜひたくさんの人
に保存会に入ってほしいです。

いとこがやっていて楽しそうで、自分
もやってみたいなと思って始めました。
楽しく踊れるところが好きです。高校生
以上の人が２月に静岡県で踊りに行って
いて、私はまだ行けなかったけど、高校
生になったらいろいろな場所に行ってみ
んなに踊りを見てもらいたいです。

さ と う

り ん か

佐藤 凛香さん
（小学6年）

初めて三拍子などをやって、通してで
きたことが楽しかったです。三拍子の足
か も ん

り

く

嘉門 凌玖さん
（小学4年）

の運びが難しいです。芸能祭に向けて完
璧にできるように頑張りたいです。

踊りは、足をつま先だけで立てること
が難しいです。今は三拍子の足を頑張っ
ています。三拍子を八回連続で叩くとこ
ろが難しかったけどできるようになって
嬉しかったです。

か も ん

さ

く

嘉門 礎玖さん
（小学2年）

第60回雫石町無形文化財芸能祭は11月23日（木・祝）開催！詳細は9ページをご覧ください。

あとがき
今年も芸術の秋がやってきました！芸術祭の作品や演目をみ
ると本当に素晴らしいものばかりで感心しきりです。今年もた
くさんの方が出展・出演してくださって、雫石はスポーツだけ
でなく芸術も盛んな町なんだなあと、町のいいところを再確認
できました。（Ｋ）

上記の取材で、小学生のみなさんの踊りを間近で見て、足運
びや手つきが本当に美しいことに感嘆しました。芸能祭当日は
遠くから見ることが多いので、近くで見ると全く違うなぁと感
じました。今年も11月23日に芸能祭開催！良い席はお早めに！
先着60名様にプレゼントもありますよ〜。（N）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2017（平成29）年11月号 （11月９日発行）
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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！
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