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教育しずくいし

歴史文化 スポーツ
情報が満載！

今年も始まった雫石町早起き野球大会

力強い選手宣誓から開幕！
※写真は町内野球チーム 「シズクラ40」 所属

栗木克彦選手

帰ってきた！
クイズとアンケートに答えると、雫石のおいしいものが当たる !?
（５ページ）
協賛懸賞クイズ・知ってる？「雫石の歴史」

〈今月のプレゼント〉
元祖よしゃれそばの店「食堂いしや」さんおすすめ「冷やし坦々麺」！
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できごと紹介

2016.４月

〔４月１０日〕

平成28年度雫石町スポーツ少年団結団式

16団体・180人が決意を新たに！
平成28年度雫石町スポーツ少年団結団式が４月10日
（日）
町営
体育館で行われました。
町内30団体のうち16団体が参加。約180名の団員、約70名の
指導者と保護者が一堂に会し、活動への意気込みを新たにしま
した。結団式では、各団の目標を発表。その後、団員を代表し
て「雫石野球スポーツ少年団（雫石中野球部）」の井畑元気（い
はた げんき）さんが「団員綱領」を大きな声で一つずつ唱和
し、それに続いて参加団員全員が元気よく復唱しました。
結団式終了後には、町内天瀬行政区在住で柔道整復師の外村
大輔さんが、筋肉のつきかたをテーマに講演。自主練習に役立
つ筋力トレーニングの実技も行ってくださいました。各スポー
ツ少年団の今季の活躍に期待です。

〔４月２１日〕

雫石高校生が呼びかけ！「列車通学生マナーアップ啓発活動」
４月21日
（木）
、青少年健全育成の一層の推進を目的とし、盛岡地区の
市町及び関係機関が連携して「列車通学生のマナーアップ啓発活動」を
行いました。
雫石駅舎内にて7：45〜8：35の50分間、
「ちょっと気づかい ゆずりあ
い」と書かれた啓発カード入りポケットティッシュを配布し、朝のあい
さつとともにマナーアップを呼びかけました。
雫石高校生９人・教諭３人、町職員３人の計15人が参加し、特にも、
雫石高校のみなさんが電車通学の生徒や通勤で電車を利用する方々へ積
極的に呼びかけを行い、活動を活気づけました。

〔４月２６日〕

「雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式」開催！

大空を泳ぐ150匹の鯉のぼり

４月26日
（火）
、雫石川園地で鯉のぼりを泳がせよう掲揚式を開催しました。鯉のぼりの掲揚は町内全ての子どもた
ちの健やかな成長を願うため平成６年から開催され、今年で23回目を迎えました。
天候にも恵まれ、満開の桜が咲く中、下長山小学校の１〜３年生34人が笑顔いっぱいで鯉のぼり掲揚のお手伝いを
してくれました。150本の桜が咲く雫石川園地から対岸にかけ、町内外の方々から寄贈していただいた約150匹の鯉の
ぼりが雫石川上空を泳ぎました。
鯉のぼり掲揚後は、児童のみなさんはお友だちと協力しながらヤマメの稚魚約2,000匹を放流しました。
掲揚は５月８日
（日）
まで行われ、期間中多くの観光客が訪れ、大空に泳ぐ鯉のぼりを眺めました。

その他、こんなことがありました…
〔７〜８日〕町内各小・中学校、高校入学式。〔11日〕ことばの教室始業式。〔18日〕雫石高校で１年生40人と教
職員を対象にいのちの授業。
〔23日〕３B 体操無料体験講座開催。
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しずくいしの教育

特 集 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会に向けた取り組み①
いよいよ今年の開催となる希望郷いわて国体・希望郷いわて大会。
岩手県での国民体育大会の開催は46年ぶり２回目です。当町でも全国から来場される選手、観客などを温かなおも
てなしの心でお迎えできるよう、町民の皆さんのご協力をお願いします。
本号では、町で開催される競技と日程、そして歓迎おもてなし運動についてお知らせします。

希望郷いわて国体・いわて大会

〜雫石町開催競技の日程〜

雫石町で開催される競技は、国民体育大会の正式競技１種目、デモンストレーションスポーツ１種目、全国障がい
者スポーツ大会１種目、計３種目の開催となります。会期中は、岩手県選手団が上位入賞できるよう、ぜひ競技観戦
に足を運んでいただき、熱い応援をお願いします。また、競技観戦や応援だけでなく、国民体育大会アーチェリー競
技への運営ボランティアスタッフ、デモンストレーションスポーツ３B 体操への体験参加にも、ふるってご応募くだ
さい。

昨年のリハーサル大会に臨む
３Ｂ体操及びアーチェリー競技の選手たち

希望郷いわて国体競技会期一覧
どの競技も観覧無料です。みんなで選手を応援しましょう！
○希望郷いわて国体（東日本大震災復興支援の架け橋第71回国民体育大会）
競技名
アーチェリー
参加者募集！

期

10/７（金）〜９（日）

会

場

雫石町総合運動公園陸上競技場

内容：運営ボランティア 100人
※募集の詳細については別冊及び広報しずくいし5月号に掲載しています。
競技名

デモンストレーションスポーツ
３Ｂ体操
参加者募集！

会

会

期

10/２（日）

会

場

雫石町営体育館アリーナ

内容：競技参加
募集期間：５月２日（月）〜６月30日（木）
※募集の詳細については、広報しずくいし5月号お知らせ版に掲載します。

○希望郷いわて大会（東日本大震災復興支援の架け橋第16回全国障がい者スポーツ大会）
競技名
アーチェリー

会

期

10/23（日）

会

場

雫石町総合運動公園陸上競技場

○第18回岩手県障がい者スポーツ大会（第16回全国障がい者スポーツ大会リハーサル大会）
競技名
アーチェリー

会

期

６/４（土）

会

場

雫石町総合運動公園陸上競技場
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特 集 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会に向けた取り組み②
雫石町みんなで選手を歓迎しよう！〜歓迎おもてなし運動〜
雫石町で開催となるアーチェリー競技や３B 体操だけでなく、県内市
町村で開催される他の競技の選手も町内宿泊を予定し、会期中は全国か
ら多くの方の来町が見込まれます。
両大会開催に向けた歓迎おもてなし運動（住民運動）は、新たな活動
の企画や実施を求めるものではなく、既存の活動や日頃から実施してい
る活動の延長として、対応をお願いします。

（1）あいさつ運動
全国から来場される皆さんをお出迎えする際は、気持ちのいいあいさつが基本になります。選手等を会場や駅など
の公共施設、宿泊施設周辺で見かけた際は、自然な挨拶を心掛けましょう。また、道や場所、観光情報などをたずね
られた際も、普段どおり丁寧な対応をしましょう。

（2）花のリレー事業（花いっぱい運動）
10月の両大会開催に向け、選手等への歓迎の心が伝わ
るよう、全国障害者スポーツ大会が終了する10月24日
（月）までに、それぞれの地域や学校等で植栽活動を実施
します。ふるってご参加ください。
また、６月５日（日）に開催される「第27回国道46号フ
ラワーロード」や、岩手県国体局で実施している
「国体・
大会おもてなし花壇」も広く参加者を募集しています。
認定されたおもてなし花壇の情報は、写真とともに県の
両大会オフィシャルホームページに掲載されます。

（3）おもてなしクリーンアップ運動
今年度は、
両大会終了までの期間を
「おもてなしクリー
ンアップ推進期間」と位置づけています。両大会に結び
つけた「おもてなしクリーンアップ運動」として、清掃
活動を実施しましょう。
町国体推進室では、活動実施団体から実施１カ月前頃
までに連絡をいただき、広報取材や町ホームページへの
情報掲載によるＰＲを行います。また、実施当日には、
国体ロゴマーク入りのゴミ袋や手袋などノベルティー
グッズの配布を予定しておりますので、ぜひご連絡くだ
さい。

【問い合わせ】
国体に関すること
フラワーロードに関すること

4
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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…

今月の一冊・イベント情報

施設・講座・催事情報

−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
『森の診療所の終の医療』
ます だ

すすむ

増田

進 /作（講談社）

本書は医療制度と器械に頼り
続ける現代の医療に疑問を抱
き、患者との対話を何より大切

聞いて楽しいおはなし会
幼児・小学生対象 しずくいしおはなし会
日 ５月21日
（土）10：00〜10：30 場 町立図書館
「あめのひのホネホネさん」にしむら あつこ/作
「カタツムリにげた」三輪 一雄/作
「きかんしゃやえもん」阿川 弘之/文
乳幼児対象 たんぽぽおはなし会
日 ５月19日
（木）10：30〜11：30 場 中央公民館
・えほん「これなーに？」
「そらいろのたね」
・紙芝居「はやね、はやおき、あさごはんマン」
・パネルシアター「はねはねはねちゃん」 ほか

にし続ける医師の一代記です。
本町雫石診療所でも診察を続
ける身近な医師であり、旧沢内
村、旧田老町でも活躍してこら
れた増田医師の医療にかける情

乳幼児対象 つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ６月６日
（月）10：30〜11：00 場 健康センター

熱は、読む人の心を打ちます。
ぜひご一読を！

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）
【５月・６月の図書館休館日】
５月16、23、30日
６月６、13、20、27日

今年度は
ときどきやるよ

絵本・児童・ヤング2015「ベストランキング展」
好評につき５月末まで開催！期間中「読書スタンプラ
リー」を行います。借りた本ごとにポイントをゲット！
28ポイント集めると景品（オリジナルしおり）と交換でき
ます。 ※高校生以下対象
《ポイント一覧表》
えほん…１Ｐ
マンガ…１Ｐ
児童書…２Ｐ
ヤング図書…４Ｐ

クイズとアンケートに答えて、雫石のおいしいものを当てよう！

協賛懸賞クイズ・知ってる？「雫石の歴史」

【問題】
今からおよそ800年前、12世紀ごろの話です。西
国からここ雫石に移り住んだ武者が、町内のある地
名をとって名乗ったのが始まりとされ、後に子孫が
角館に移り、さらに江戸時代には新庄藩主となりま
した。
この、雫石発祥とされる名族は次のうちどれで
しょう？
（ア）雫石氏

（イ）戸沢氏

（ウ）南部氏

［ヒント］
①御所地区に今もその地名が残っています。
②今年11月23日に、町中央公民館を会場として
「第４回○○サミット」を開催します。

【協賛懸賞品ご提供者】
元祖よしゃれそばの店「食堂いしや」
（雫石町寺の下48‑1／TEL : 692‑2066）
http://www17.plala.or.jp/yosyare/
ご提供ありがとうございました！

正解者の中から抽選で、
「冷やし坦々麺」を３名様に差し上げます。
【応募要項】はがき・FAX またはメールで①答え ②郵便番
号・住所 ③氏名（当選時、本名掲載を希望しない場合ペン
ネームを併記） ④年齢 ⑤電話番号 ⑥今月号の感想 ⑦
今後取り上げてほしいテーマなど を記入し、５月27日（金）
（必着）までに生涯学習課「教育しずくいし」担当あてに応
募してください。応募は１人１回限りとします。
・はがきのあて先：〒020‑0555 雫石町上曽根田114
・FAX のあて先：019‑692‑4183
＊はがき・FAX のあて先が変わりました。ご注意ください。
・メールのあて先：shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp
クイズの正解と当選者は６月号で紹介します。お楽しみに！

お店の自慢の一品を紹介してみませんか？懸賞品の協賛を募集中！詳しくは生涯学習課（中央公民館：692‒4181）まで。
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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／第70回盛岡市内一周継走大会／交通安全教室

教育委員会定例会リポート（３・４月）
― その１

議案編（４月定例会） 以下の案件が可決されております。―

１．雫石町教育委員会行政組織規則の一部改正に関し議決を求めることについて
２．雫石町教育委員会専決代決規程の一部改正に関し議決を求めることについて
３．雫石町立学校職員安全衛生管理規程の制定に関し議決を求めることについて
４．雫石町教育委員会広報編集委員会規程の一部改正に関し議決を求めることについて
５．雫石町通学路等安全推進連絡協議会設置要綱の制定に関し議決を求めることについて
６．雫石町教育委員会非常勤職員及び臨時的任用職員の任用等に関する取扱要領の制定に関し議決を求めることに
ついて

― その２

質疑応答編（３月）―

３月の定例会では、統合に向けた各地区の進捗状況、小学校統合加配教員の配置、上和野馬頭観世音本堂の国登
録有形文化財の指定、中央公民館野菊ホールのグランドピアノの一般開放についてなどが話し合われました。

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）

紹介

雫中生頑張りました！第70回盛岡市内一周継走大会

４月17日、盛岡市にある県営運動公園陸上競技場を発着点と
する周回コースで、第70回盛岡市内一周継走大会が開かれまし
た。初の連覇を狙う男子駅伝チームでしたが、惜しくも河南中
（盛岡市）に敗れ２位に、女子駅伝部は８位という結果になり
ました。
個人の成績は、杉田真英さんが第３位という好成績を残しま
した。秋に行われる県中学校駅伝に期待したいです！
！
雫石中学校

紹介

男子駅伝チーム

自分の命を守る大事な学習〜交通安全教室〜

町内各小中学校において、子どもたちを交通事故から守るため、警察官や交通指導隊のご指導のもと、「交通
安全教室」が行われました。
安全な歩き方や自転車の乗り方、交通安全のマナーについて、小学校では校庭に信号機を置き本番さながらに
実践し、中学校では道路で起こる様々な交通状況が映像で再現され、疑似体験をすることができるサイクルシュ
ミレーターを使い交通ルールを学習しました。

サイクルシュミレーター

雫石小学校児童による信号機を
使用した訓練の様子

安庭小学校児童による横断訓練
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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」
№131

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 御明神小学校 編

〜雫石町の新たな伝統として〜

御明神小学校

校長

吉田

信也

本校では、20年以上、アルミ缶の回収活動に取り組ん
でおり、1995年から町内の特別養護老人ホームなどに車
椅子を寄贈しています。平成27年度で、25台目の寄贈と
なりました。
アルミ缶回収は、本校の環境委員会が中心になって
行っている伝統行事で、毎月第１水曜日をアルミ缶回収
の日として、１人当たり20個持って登校しています。勿
論、それだけでは車椅子を購入できる金額には及びませ
ん。実は、保護者や地域の方々にも呼びかけ、軽トラッ
クで直接学校の保管箱へ提供いただいたりしています。
そんな活動が認められ、昨年度は「第16回環境美化教
育優良校表彰」として、全国40校の表彰の中にはいるこ
とができ、大変な名誉をいただきました。
この他にも、雫石川清掃やＪＲ春木場駅清掃にも取り
組み、環境教育・ボランティア教育の充実を図っている
ところであります。
何よりも、車椅子を持って施設を訪れ、お年寄りとふ
れあう機会が持てることそれ自体が、教育として大きな
意味を持つことであると信じています。これからも、雫
石町の新たな伝統として、地域のみなさんに支えていた
だきたいと思います。
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−

５年 下澤田 葵
「夜中のマジックツリーハウス」

６年 若澤 陽夏
「Rugby World Cup2019, JAPAN」

６年 天瀬 海斗
「狼森と笊森、 盗森 宮沢賢治」

○この作品は、主人公のアニーと
ジャックが夜中にマジックツリーハ
ウスに行って、ゆうれいが出るお城
に旅に行くお話の１部分です。時間
が夜中だったので、周りの葉っぱな
どは目立つように白にして、外や空
の色を黒にしました。色合いを工夫
して、森の中のマジックツリーハウ
スを目立たせました。
◆細かいところまで丁寧に下書きを
し、表したいものに合わせて、彫刻
刀を使い分けながら仕上げました。
白と黒のバランスも良く、好きな本
の世界を上手に表現できました。

○文字の並べ方を工夫して仕上げま
した。版画で、着物の細かい柄をはっ
きりと表すのが大変でした。かみの
「くし」をはっきりと表すことがで
きて嬉しかったです。ラグビーのユ
ニフォームを描くのも大変でした。
◆版画で「江戸時代の自分」を表し
て完成しましたが、ラグビーのワー
ルドカップを応援したくなったの
で、ポスターに加工しました。デザ
インは、実際のポスターを模倣しま
した。版画の色の「のり」が大変よ
く、ここまではっきり表すのに、と
ても苦労しました。

○文字を黒くしたかったので、バッ
クは赤にしました。狼をいろいろな
向きで描くので大変でした。木にす
わっている女の子を描くのが大変で
したが、うまくできました。
◆バックの画用紙を赤にしたので、
キリリとしまった作品になりまし
た。炎から闇へのグラデーションは
じっくり時間をかけて仕上げまし
た。いろいろな向きの狼を描くのは
大変ですが、あえて困難に挑みまし
た。

記載の学年は28年度時点ですが、作品・コメントをいただいた担任の先生は平成27年度時点のものです。
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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
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
上和野馬頭観世音堂 本堂
所ほか）９件に次ぐものです。
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、やっぱりうちの但
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。

〈上和野馬頭観世音堂（本堂・旧堂） 略図〉

あとがき
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）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2016（平成28）年５月号 （５月12日発行）
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