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目標を新たにはばたく

教育しずくいし

雫石町教育委員会広報紙

町内の各学校で卒業式が行われました！

1〜23
3/11〜

御所小学校の様子

３月は、町内の小学校５校、中学校、高校でそれぞれ
卒業式が行わました。

第19回ドイツ友好都市
青少年留学の翼事業

ネッカーズルム市役所訪問

平成30年度は、雫石中学校から４人が参加し、町国際
交流協会上原千鶴子会長とともに、友好都市関係を結ん

御所小学校では、３月16日に卒業式が開催され、完成

でいるドイツ連邦共和国バード・ヴィンプフェン市や近

したばかりの体育館で保護者や在校生が見守る中、一人

隣のネッカーズルム市などを訪問しました。現地での

ひとりが卒業証書を受け取りました。卒業生のみなさん

ホームステイや市役所訪問など、日本では経験すること

は、中学校生活に向けて目標を新たにし、６年間の思い

のできない貴重な体験を通し、様々な学びを得て、帰町

出が詰まった学び舎を巣立っていきました。

しました。

スポーツの祭典「東京2020大会」を盛り上げよう！
開催

6〜17 いわてスポーツフェスティバル
3/16〜

テーブルサッカーを楽しむ子どもたち

3/28

町営野球場の工事が終わりました！

新しくなった外野ファールラインまわり

３月16〜17日の２日間、イオンモール盛岡にて岩手県

独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振

と県内でホストタウン登録をしている13市町村等が主催

興くじ助成金を活用し実施した町営野球場改修事業が、

し、東京2020オリンピック・パラリンピック開催500日

この度３月に終了しました。今回の事業では、
バックネッ

前を記念した「いわてスポーツファスティバル」が開催

トの改修工事およびそれにかかる設計・監理業務委託、

されました。

内外野の改修工事を実施しました。

会場ではメインステージのほか、ホストタウン市町村

バックネットを改修し、内野の土の入れ替えと整地、

ブースが設けられ、雫石町では、今までのホストタウン

ベースの交換、外野のファールラインまわりの人工芝化

の取り組み・復興支援紹介の展示が行われました。その

などを行ったことでみなさんの利用環境が向上しまし

他にも、ホストタウンの相手国であるドイツの料理のお

た。ぜひご利用ください。

振舞や民族衣装試着体験、テーブルサッカー体験などが
行われ、大いに盛り上がりました。

2

※この度の工事はスポーツ振興くじ助成金を受けて
整備されたものです。
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雫石町教育委員会表彰で
町内３団体・８個人が受賞

３月22日、中央公民館で雫石町教育委員
会表彰が開催されました。この表彰は、町
の教育および文化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。平成30
年度も２期に分けて実施し、今回の表彰で
は下記の方々が晴れて受賞されました。
（順
不同）

受賞者（個人・団体名）※敬称略
むら た

受賞理由
第38回 JSS グランドチャンピオンシップ水泳競技大会
10歳以下男子・100ｍ平泳ぎ 第１位・200ｍ個人メドレー
第２位・200ｍメドレーリレー 第２位

り ょ う

村田 諒生（雫石小５年）

たかはし

第70回冬休み良書推薦運動
秀賞

いち か

髙橋 一嘉（七ツ森小１年）
お

だ

ゆ

り

な

あま せ

り

な

きりやま

しん た ろ う

にいさと

がく し

むら た

平成30年度東北中学校体育大会 第55回東北中学校スキー
大会 女子リレー競技 第１位

けいしん

むら た

かずひさ

髙橋 心太郎、新里 岳士、村田 敬心、村田 和久
（雫石中学校クロスカントリースキー部）
きりやま

はる菜（雫石中３年）

ふく し

ここ な

第18回南部木挽唄全国大会 優勝・第18回南部よしゃれ全
国大会 年少・唄の部 最優秀賞・第32回外山節全国大会
少年少女の部 優勝・第８回南部酒屋唄全国大会 年少者の
部 南部酒屋酛摺唄 最優秀賞

福士 心菜（雫石中２年）

むら た

第38回 JSS グランドチャンピオンシップ水泳競技大会
13〜14歳女子200ｍ背泳ぎ 第２位

め ぐ み

村田 萌生（雫石中１年）

お

だ

読書に関する各種委員や会長を務めるほか、読み聞かせ用
の児童書を寄贈するなど、多年にわたり子どもたちの読書
活動推進に尽力

せい こ

小田 靖子

上原小児科医院 院長

かみはら

みつ お

上原

充郎

たんぽぽおはなし会

かわさき

平成30年度東北中学校体育大会 第55回東北中学校スキー
大会 男子リレー競技 第３位
平成30年度東北中学校体育大会 第55回東北中学校スキー
大会 女子３km フリー競技 第１位

な

桐山

最優

な

小田 結莉菜、天瀬 吏那、桐山 はる菜
（雫石中学校クロスカントリースキー部）
たかはし

読書感想文コンクール

ゆうしん

川崎 勇芯（雫石小３年）

読書に関する各種委員や会長を務めるほか、読み聞かせ用
の児童書を寄贈するなど、多年にわたり子どもたちの読書
活動推進に尽力
昭和63年に結成して以来、多年にわたり子どもたちの読書
活動推進に貢献されたほか、現在は親子コミュニケーショ
ンの重要性の啓蒙活動に尽力
第14回ダンス・コンペティション in 仙台2019 モダンダン
ス部門 キッズ①の部（小学校低学年の部）第２位

※学校名・学年は30年度当時のものです。
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しずくいしの教育

特集
町教育委員会は、将来を担う子どもたちが自ら夢や希望、目標をもって自己実現を果たすことができるよう、
「知・
徳・体」を要素とする「生きる力」を育み、また、子どもたちが生涯にわたり学んだ成果を地域社会へ還元できる公
共心と社会参画意識「公」を一層伸ばすため、取り組みを進めています。
特にも、子どもたちが１日の大部分を過ごし、児童生徒一人ひとりの「生きる力」を育む学校は、安心・安全な場
所でなければなりません。町教育委員会は、より良い学校環境を目指し、これまで小学校の統廃合や雫石中学校のスー
パーエコスクール改修工事などに取り組んできました。今回は学校の環境整備の中でも、施設の整備に着目し、主な
取り組みを紹介します。

【御所小学校 屋内運動場建設工事】
統合後、これまで手狭で使用に不便のあった体育館が新たに３
月に完成。３月16日には卒業式が挙行されました。

【トイレ洋式化事業】
平成28年度から、小中学校のトイレ洋式
化事業に着手しています。昨年度は雫石小
学校の一部トイレが洋式化し、町立小中学
校の洋式化率は27.6％ から62.1％ になり
ました。今後もトイレの洋式化事業を進め
ていきます。

今後の主要な取り組み
【西山小学校 外構工事】
校地内の駐車スペース不足を解消するた
め、保護者や地域の方々が安心して利用で
きる駐車場を整備します。
【御明神小学校 大規模改修工事】
御明神小学校は築約40年が経過し老朽化
が激しいため、今年度から改修工事に着手
します。

大規模改修を予定している御明神小学校

【空調設備設置工事】
児童生徒に快適な室内環
境を実現するため、全小中
学校の普通教室などにエア
コンを設置する取り組みを
進めます。

学校の施設整備以外にも、
「学校給食費の経済的支援（保護者負担の２分の１助成）」
や、
「学校給食費の公会計方式への移行」、さらにより質の高い学校教育を提供するた
めの「教職員の働き方改革」など、児童生徒が健康で心豊かに安心・安全な学校生活
を送ることができる学校づくりと学校教育の充実のため、いっそう取り組みを進めて
参ります。

4
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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

『日本人とくじら―歴史と文化―』
小松

乳幼児対象

正之/著（雄山閣）

「最近捕鯨に関する書き物
が全くない。
」と著者は嘆く。
捕鯨、クジラを食べるという
事、クジラと日本史との関係
など詳しく解説された本書
は、国際捕鯨委員会日本代表
代理などを歴任した、岩手県
陸前高田市出身の著者ならで
はの鋭い視点による。
くじらと世界そして日本人
の関係を描く本書を、ぜひお
読みください。

たんぽぽおはなし会スペシャル

テーマ「さいたさいたどんな花」
日 ４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♪
乳幼児対象

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♪
場 健康センター

日 ４月26日
（金）10：30〜11：00
幼児・小学生対象

しずくいしおはなし会

日 ４月27日
（土）11：00〜11：30

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）
【４・５月の図書館休館日】 毎週月曜日
※ただし、４月29日、５月６日は祝日開館し、５
月７日に休館します。
第61回子どもの読書週間 標語「ドは読書のド♪」
４月23日〜５月12日は子どもの読書週間です。
おすすめの児童書の貸出展示や、児童による本
の感想・紹介とともに本を展示する書評展などを
開催します。

気軽に使えるまちの小さな図書館

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！
５月 11日（土）14：00〜14：30
25日（土）11：00〜11：30

絵本展示「親・子・孫に愛され続けている本」
絵本や児童書には、長い年月、世代を超えて愛され続
けている本がたくさんあります。子どもたちに読んで
あげたい絵本を展示貸出します。
期

間

４月16日
（火）〜５月12日
（日）

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！

本でつながる交流の輪「まちライブラリー」

町内に設置されている本棚を見たことがあるでしょうか？町の小さな図書館「まちライブラリー」と言います。
まちライブラリーは、日本全国で約670ヶ所設置されており、雫石町でも平成28年から設置しています。
「まちライブラリー」って何？
街角に本棚をおいてみんなで共有
する小さな図書館です。どなたでも
気軽にご利用いただけます。

こんなところに町ライブラリーがあります
・中央公民館ふれあい広場 「まちライブラリーよもっか」
・雫石駅舎内
「えきまちライブラリー」
・しずく×CAN
「まちライブラリー＠しずく×CAN」

中央公民館にある「まちライブラリーよもっか」を実際に使ってみよう！
①貸出用のノートに名前（ペンネー
ムでも可）と、借りた日付けを書
くだけ！
②返す時は、借りた本を本棚に返し、
返却日をノートに書くだけ！
「まちライブラリーよもっか」の蔵書は町民のみなさ
んの善意の寄贈でまかなわれています。借りる際は、大
切に扱いましょう。
蔵書約200冊の小さな本棚ですが、年間約100冊の貸出
しがあります。みなさんも気軽に利用して、読書を楽し
みましょう。
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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╱方針の改訂について
教育委員会定例会リポート╱
方針の改訂について╱
╱平成31年度人事異動紹介

教育委員会定例会リポート（２・３月）
― ２月定例会

質疑応答編 ―

２月の定例会では、中学校の部活動とスポ少活動の基本的な考え方、中学校部活動指導員の配置状況、生活記
録ノートの有効活用などについて話し合われました。

― ３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．雫石町学校給食費に関する規則の制定に関し議決を求めることについて
３．雫石町立小中学校管理運営規則の一部改正に関し議決を求めることについて
４．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
５．雫石町立小中学校共同学校。事務室運営規程の制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）

町いじめ防止等のための基本的な方針の改定について

雫石町における部活動の方針の策定について

平成27年８月、「雫石町いじめ防止等のための基本的な
方針」として、町教育委員会・学校・家庭・地域住民・そ
の他関係機関連携の下、いじめ問題の克服に向けて取り組
むよう、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、い
じめの未然防止等のための対策を推進するために方針を定
めました。
これまでに、毎年２回の協議会を開催し、各学校の様子
について情報共有を行い、また、重大事案が発生した際の
それぞれの立場での役割などについて確認してきました。
このたび、平成29年９月に「岩手県のいじめ防止等のた
めの基本的な方針」が、改定されたことに伴い、県内及び
町内各校の取組状況等も踏まえながら平成31年３月に方針
の一部を改定いたしました。

町は、昨年、スポーツ庁や岩手県が中学校段階の運動部
活動の在り方に関する方針を策定したことを受け、本町に
おいても中学校段階の運動部及び文化部を対象に、教職員
の働き方改革プラン策定と併せ、実情を踏まえた部活動の
方針を平成31年２月に策定しました。
雫石中学校は、これまでも平日週１日及び第２・４日曜
日を部活動の休養日とし、休養日の設定に取り組んできま
したが、今回策定した方針により、適切な部活動の運営の
ために体制が整備されました。

【改定の概要】
・町・学校・児童生徒が児童生徒にとって「安心・安全な
学校づくり」を目指すことを明記したこと
・いじめの解消の定義を明記したこと
・学校評価に学校いじめ防止基本方針に基づく取り組み実
施状況を位置づけることを明記したこと
・年に複数回の校内研修の実施について明記したこと
・町及び学校いじめ防止基本方針の周知について明記した
こと

【方針の概要（一部）】
部活動休養日及び活動時間の基準
〇週当たり２日以上（平日１日以上、週末１日以上）の休
養日を設ける。
〇１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校
の休業日は３時間程度とする。
・学校、教員が直接的または事実上関与している部活動を
補完する父母会、スポーツ少年団等の活動が行われる場
合は、部活動と合わせて休養日、活動時間等の基準を超
えない活動とする。
・父母会、スポーツ少年団活動等においても、上記の趣旨
を充分に踏まえ、勝利至上主義に偏ることのないよう、
部活動指導者連絡会を通じて依頼する。

どうぞよろしくお願いします！平成31年度人事異動（転入・新採用）紹介
４月１日に下記の先生方が着任しました。雫石の子どもたちのため、そして町の教育行政進展のため、ご尽力
いただきますのでどうぞよろしくお願いします。
平成31年度人事異動（転入・着任）紹介（敬称略。
【学校名】職名：氏名の順に掲載。）
【雫石小】
【御明神小】
副校長：細川 義雄／教諭：宇塚 則行／教諭：菅
校長：髙橋 正好／教諭：樋口 賢哉／教諭：小笠原
野 史子／教諭：菅原 崇仁（新）
／教諭：吉田 詩織
麻呂以
（新）／教諭：加藤 正樹
【御所小】
【七ツ森小】
教諭：新沼 拓／教諭：佐藤 光子
教諭：古舘 清子／教諭：菊池 佳恵／養護助教諭： 【雫石中】
尾割 美香子
副校長：長畑 滋彦／事務長：米澤 弥志夫／教諭：
【西山小】
朴澤 かおり／教諭：中村 直雄
（新）
／教諭：馬淵
副校長：菊池 昌典／教諭：平山 奈子
恭佳（新）
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー

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」

№165

みんなの西山保育園

主任保育士

西山保育園
杉下

智晴

西
西山保育園では、５歳児に受け継がれ
山保育園では、５歳児に受け継がれ
がれ
れ
る「西山
る「
西山さん
さんさ太
さ太鼓」
鼓」を子
を子育て
育て支援
支援「み
「み
み
る「西山さんさ太鼓」を子育て支援「み
んなの西山保育園 夏まつり」のなかで
未就園児や保護者の皆様をお招きして披
露しています。７月の汗ばむ季節に重い
太鼓を背負って、真剣な顔で練習に取り
組む姿にたくましさを感じます。
たくさんの方から拍手を頂き、表現す
る楽しさを味わうことができました。
世代間交流では、
毎年１月に八区老人
クラブの方をお招き
してみずき団子作り
を行っています。お
じいさん、おばあさ
んの団子を作る手さ
ばきを間近で見なが
ら、お喋りをしたり
団子を丸めたりし
て、飾りつけを行いました。
地域の方と伝統行事に触れることを通して、由来の意味
を知り、心を通わせることで豊かな情緒を育んでいます。

２月にお店屋さん
を開きました。お店
屋さんではどんなお
店を開きたいのかを
話し合い、イメージ
を膨らませ、試行錯
誤を繰り返し制作し
ました。
「いらっしゃいませ」の元気な声でお店がオープン。
作ったものを買ってもらう喜びと、お買い物を楽しむ
年下の子との異年齢での関わりを通して、協力するこ
との楽しさや面白さを実感した子どもたち。満足した
表情で笑顔溢れるお店屋さんとなりました。

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−

作品「ひなまつり」

きりん組

２・３歳児クラス

４・５歳児クラス

○冠や笏をのりで貼るところやぼんぼり
の灯りを塗るところを頑張りました。

○はさみを使って飾りを切ったり、顔を
描くのを頑張りました。服の模様をペン
で描くことが楽しかったです。

○お雛様とお内裏様の顔を描くことが、
上手にできました。

◆子どもたちが大好きなミッキーのお雛
様を作りました。 1 . 2 歳児クラスは、
顔や口を描いたり、塗る、貼るなどでき
るようになったことを取り入れた製作に
しました。

◆障子紙にペンで模様を描き霧吹きで水
をかけて、にじみ絵をし、ペンの色が広
がっていくのを楽しみながらお雛様の服
を作っていました。

◆ピンク色や緑色の絵の具で障子紙を染
めて、着物に模様を付けました。冠や笏
や扇子は、
のりを付けて貼りつけました。
丁寧に製作に取り組んでいました。可愛
く微笑むお雛様とお内裏様ができました。

しゃく
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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… スポーツ情報

みんなでレクリエーションスポーツ！
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。

今月は「ターゲットバードゴルフ」

ミニゴルフの一種で、体育館など広めの室内と屋外で楽しめるレクリ
エーションです。
どうやって遊ぶの？
①傘を逆さまににしたようなホールカップ目がけて、シャトルボールを打
ちます。
②１打で入らなかった場合は、ボールが落ちた場所からショットマットに
再度ボールを置いてホールインを狙い、ボールが収まるまでの打数を競
います。
③１ホールが終わったら、ホールカップの場所は変えず、仲間同士で次の
ショット場所を決めます。１グループの人数は、２〜４人が適当です。
どこで借りられるの？
町営体育館事務室でどなたでも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。

町内で行われる各種スポーツ大会
４月

５月

日 程
27日（土）〜30日（火）
１日（水）・２日（木）
４日（土）・５日（日）

大会名
春季東北地区高校野球岩手県大会 盛岡地区予選
春季東北地区高校野球岩手県大会

３日（金）

町早起き野球開幕戦

４日（土）〜５日（日）
12日（日）

全日本学童・全国スポ少野球岩手南地区予選
第35回岩手山ろくファミリーマラソン

平成31年度学校開放事業団体登録に係る
申請手続きについて
町民のみなさんのスポーツレクリエーション活動の場とし
て平成31年度も学校施設（町立小・中学校の運動場、体育館）
と閉校となった旧小学校運動施設を開放します。使用を希望
する場合、以下のとおり申請手続きをお願いします。
開放期間 平成31年４月１日〜令和２年３月31日
※学校行事により使用できない場合があります。
開放施設
（1）町内の小中学校、旧南畑小
（2）町内の旧小学校（大村・上長山・西根・橋場）
※跡地利用が決まるまでの暫定措置
利用方法
（1）町内の小中学校を利用する場合
①団体登録申請書を生涯学習スポーツ課（中央公民館）に提
出
②許可書を受領後、利用を希望する学校に利用申請書を提出
（2）町内の旧小学校（大村・上長山・西根・橋場）を利用す
る場合
①団体登録申請書を町体育協会（町営体育館事務局）に提出
②許可書を受領後、利用を希望する旧小学校の地区体育会事
務局（各地区公民館）に利用申請書を提出
例）西根小学校を利用したい場合 → 西山公民館
詳しくは町ホームページをご覧ください。また、申請書な
どについてはホームページからダウンロードしていただく
か、生涯学習スポーツ課（692‑4181/中央公民館）にお問い
合わせください。

8

盛岡地区予選

場

所

町営野球場
町営野球場
鴬宿運動場
鴬宿運動場
町総合運動公園

第35回岩手山ろくファミリーマラソン開催
〜沿道での応援と道路交通規制にご協力ください〜
岩手山ろくファミリーマラソンでは、
県内外より1,500
人あまりの参加者が雫石の街を駆け抜けます。手旗も準
備していますので町民の皆さんの盛大な応援をよろしく
お願いします。
大会の開催によりコースとなる道路が下記のとおり交
通規制されますので、通行の際は現地警察官及び、警備
員等の指示に従って安全に通行をお願いします。
日 時 ５月12日（日）
◎車輌通行止めになる区間と時間
・県道中町交差点〜町道御明神大橋北交差点
９：00〜12：00
◎車輌一方通行になる区間と時間
・町道雫石環状線御明神大橋北交差点〜
町道雫石環状線四ッ家ライスセンター付近Ｙ字路
９：30〜10：30（鴬宿方面への通行が出来ません。
）
・町道四ッ家ライスセンター付近Ｙ字路〜
町道春木場駅口交差点
９：30〜11：30（春木場方面への通行が出来ません。
）
大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ランナーへの安全
を考慮しての規制ですので、皆様のご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。
大会当日に運営をサポートしてくださるボランティア
スタッフも募集しています。
申込み・問合せ 町営体育館（692‑5030）まで
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お知ら

厨房レッスン

雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式

〜1日350ｇの野菜をとろう〜

今年も子どもたちの健やかな成長を願い、町内の桜の名

今回は「えび茶巾寿司＆うず巻き寿司」を作ります。
日

時

５月15日（水） 10：00〜13：00

場

所

中央公民館

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

所の一つ
「雫石川園地」
脇の雫石川に鯉のぼりを泳がせます。
掲揚式には雫石小学校の１年生が参加し、鯉のぼり掲揚

調理実習室

のお手伝いやヤマメの放流を行う予定です
日

時

場

所

募

集

４月19日（金）10：30〜
掲揚期間

受講料

１人500円

申

５月７日
（火）までに中央公民館へ（692‑4181）

込

ト

イベン

せ

募 集

４月19日（金）
〜５月６日（月）

雫石川園地（JR 雫石駅南口より南方約500メー
トル付近）

＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

家庭で使わなくなった鯉のぼりがありましたら、
ぜひ寄贈をお願いします。寄贈いただいた鯉の
ぼりは掲揚式で掲揚させていただきます。

問合せ

生涯学習スポーツ課（692‑4181/中央公民館）

めざせ！子ども司書
〜図書館のひみつをさぐれ〜
本や図書館がだいすきな小学生集まれ！図書館のお仕事

屋外体育施設ご利用開始予定日のご案内

を体験して、ひみつをさぐろう！

〇陸上競技場…現在、トラック部分だけ開放しています。

日

時

５月11日（土） 10：00〜12：00

場

所

中央公民館

内

容

図書館についての講座、仕事体験

〇グラウンドゴルフコース、西山運動場…４月13日（土）

対

象

小学４〜６年生

〇テニスコート、鴬宿運動場…４月20日
（土）

人

数

先着10人

持ち物

筆記用具

２階

※芝生部分は５月１日
（水）
から

視聴覚室

※テニスコートは、整備の関係で利用開始日が変更とな
る場合があります。

費

用

無料

〇野球場…４月27日（土）

申

込

４月18日（木）10：00〜

〇御明神運動場（芝生グラウンド）……５月１日（水）

電話または、図書館（692‑5959）まで。

問合せ

町営体育館（692‑5030）

歴史民俗資料館・遊びのファンクラブ
講座名

期

日

定

員

費用

内

容

①クルミの樹皮で
カゴ作り

６月２日（日）

５人

1,000円

５月25日（土）にクルミの木をとり、樹皮
を剥ぎます。初回６月２日以降は複数回通っ
ていただきます。

②布ぞうり作り

７月７日（日）

15人

1,000円

夏は布草履で足元爽やかに。ご自宅にある
古い衣料などを再利用しましょう。

③一閑張

８月４日（日）

10人

1,000円

竹製のザルなどに和紙を張り重ねて、柿渋
を塗って…どんなふうに生まれ変わるのか
は、やってみてのお楽しみ！

④手軽にできる和紙作り

９月１日（日）

15人

1,000円

良質のパルプ材、牛乳パックを使ってエコ
でおしゃれな和紙を作ってみましょう。

いっかんばり

時

間

各回とも10：00〜15：00（昼食はご持参ください。
）

申

込

４月21日（日）以降、歴史民俗資料館へ（692‑3942・担当：奥村・菅原／受付：木曜以外９：00〜16：00）
※①のみ５月13日（月）９：00〜受付開始となります。
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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49回 Ｋ編第37回〉
町は、平成30年４月３日に、ドイツを相手国として東京オリンピック・パラリンピック競技大会の「復興ありが
とうホストタウン」
に登録されています。その取り組みの一環として、ドイツへの感謝の気持ちと復興状況の発信、
大会機運醸成を図るため、中学生３名、雫石高校生３名が５月から10月までドイツ留学生との交流や被災地の訪問
などを通してポスター制作に取り組んできました。また、制作したポスターは平成31年３月にドイツを訪問し関係
する市役所や学校に感謝の気持ちを伝えながら届けました。今回は、ポスターを制作したみなさんに、参加して思
い出に残ったことや勉強になったことなどを伺いしました。
山田町に行き、オランダ島でドイツ
学生と一緒に海を見たことが一番の思
い出です。被災地を訪れ、自然は怖い
と感じましたが、被災者の方から「今
の暮らしはまだ不便なところもあるけ
れど、普通に暮らせている」という話
雫石高校 ２年
を聞き、笑顔の人も多かったです。ポ
いな だ
はる か
稲田 春香さん
スター制作講座で「何でもいいから質
問してみて」
と言われたことが、今授業で役立っています。
楽しく、学べることも多く参加して良かったです。

ポスター作りを通して、興味を持っ
たことには積極的に質問したり、やり
たいことに挑戦するようになりました。
また、姉が町国際交流協会の交流事
業に参加していたのでドイツの子が家
でホームステイをしたことがありまし
雫石中学校 ２年
た。私がドイツに行った際、その子が
こばやし
のどか
小林 希香さん
会いに来てくれて交流ができて嬉し
かったです。高校生になったら英語やドイツ語を勉強して
交流事業に参加したいです。

何ヶ月かポスター作りの講座を受け
て、人前で感想発表やインタビューが
出来なかったのが出来るようになり、
ドイツに行ったときに活かすことがで
きました。成長したと思います。ドイ
ツの学生が震災の時、募金呼びかけの
雫石高校 ２年
ポスターを制作し、募金を集めてくれ
やまざき
み さき
山崎 美咲さん
たと知って、日本を助けようと思って
くれたことが嬉しかったです。ドイツの人は優しい人ばか
りだと思いました。

ドイツや山田町に行ったことはもち
ろんですが、榎田さんのポスター制作
講座がとても楽しかったです。インタ
ビューの仕方や写真の撮り方などを学
び、ドイツでは風景や人など写真を撮
るのが楽しかったです。また、インタ
雫石中学校 ２年
ビュー練習では興味のあることは深く
さかした
あおい
坂下 碧さん
掘り下げていくということを習い、人
の話をしっかりと聞けるようになりました。

山田町に行ってドイツ人と友達にな
れた事が一番の思い出です。自分の友
達が町国際交流協会のドイツとの交換
留学に参加していて、ドイツの学生と
友達だったので３人で交流することも
できました。今回参加して、国の違い
雫石高校 １年 を気にせずに積極的に交流していくこ
たかはし
髙橋 ノエルさん とが大切だと思いました。またドイツ
に行ってみたいです。

初めて山田町に行ったとき、ドイツ
の学生と仲良くなれるか不安だったけ
ど、英語で会話もできて仲良くなれた
のが思い出です。ポスター作りでは、
自分の思ったことを要約してまとめる
力が付きました。ドイツを訪れて自分
たちの手でポスターを渡すことができ
てよかったです。ドイツのみなさんが
本当にやさしかったです。

雫石中学校
たかはし

髙橋

ま

２年

お

茉央さん

あとがき
この度、教育しずくいしの編集から卒業することになりまし

新年度がスタートしました。新しい教科書、新しい制服、い

た。広報に携わって４年。取材を通してたくさんの方と関わら

ろいろな新しいが揃う時ですね。皆さんは、何か新しくしたも

せていただきました。ありがとうございました！担当は変わり

のありますか？私は、新しい文房具が店頭に並ぶと、つい購入

ますが、
変わらず教育しずくいしをよろしくお願いします。
（K）

してしまいます。持っているのに…（H）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2019
（平成31）年４月号 （４月11日発行）
編集・発行

雫石町教育委員会（担当：生涯学習スポーツ課） 〒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

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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