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…学校名・学年は30年度当時のものです
…学校名・学年は30年度
当時のものです

テレビけす

No.173

しゅくだいはかどる

※写真は、富士市での４日間の交流で絆を深め、お別れの前に富士市教育プラザ前に集合した富士市・雫石町児童。
詳細については、P２に掲載しています。

平成30年
成30年度メディア標語コンクール
度メディア標語コンクール
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教育しずくいし

雫石町教育委員会広報紙

ぼくらがつなぐ友達の輪〜
ぼくらがつなぐ友達の輪
〜 富士市・雫石町少年交流事業〜
雫石町少年交流事業 〜

情報が満載！

歴史文化 スポーツ

校

教育行政 学

雫石の

7/25〜29

東京藝術大学山本正治名誉教授が贈る「第14回ふれあいコンサート in 雫石」

雫石町は、平成18年度から、プロの演奏家として羽ば
たいていく、音楽専攻の国内トップクラスの大学である
東京藝術大学音楽学部の学生有志の合宿を誘致していま
す。今年は、器楽科学生有志が、７月25日〜29日まで当
町で合宿を行い、27日に小岩井農場まきば園で、28日に
野菊ホールでコンサートを開催しました。
野菊ホールメインコンサートでは、サックス四重奏で
の『雪國』
、御明神小学校・西山小学校の校歌の作曲を
担当した中村克己氏作曲の
『バグパイプ・ファンタジー』
や雫石町と交流のあるドイツが生んだ作曲家R・ワーグ
ナー作曲『エルザの大聖堂への行列』など、幅広い年代
の方が楽しめ、雫石町でしか聴くことのできないプログ
ラムでコンサートをお送りしました。

小岩井農場まきば園でのパレード

7/26〜29

東京藝術大学音楽学部器楽科学生有志

町内合唱団との共演

雫石中学校吹奏楽部との共演

ぼくらがつなぐ友達の輪〜富士市・雫石町少年交流事業〜

今から48年前、雫石町上空において全日空機と自衛隊機の衝突墜落事故が起こり、乗客・乗員162人全員の尊い命
が失われました。これは当時、民間航空史上最大の事故ともいわれ、このうち125人が静岡県富士市の方々だったこ
とから、この悲しい事故を後世に伝えるため、平成16年度から富士市と雫石町の５・６年生児童を対象とした交流事
業が始まりました。今年は、雫石町から28人の児童が富士市を訪問しました。初日はANA機体工場を見学し、子ど
もたちは目の前で見る飛行機に目を輝かせていました。富士市では、富士市の児童や関係者の方々にあたたかく迎え
られ、さまざまなプログラムやホームステイ体験を通して、交流を深めました。最終日には、仲良くなった富士市の
お友達やホームステイ先の家族との別れを惜しみながら、元気に雫石町へ帰って来ました。
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ＡＮＡ機体工場で飛行機を見学

歓迎式での出会いのことば

富士山について学ぶ子どもたち

富士山へのメッセージを書きました

自分たちでほうじ茶を作りました

ほうじ茶を冷ましてお土産に
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生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

7/26

心豊かに暮らせるまちへ… スポーツ情報

第45回雫石町小学校水泳記録会結果報告（上位３位まで） ※敬称略

県営屋内温水プールにおいて、町内５校の小学校が集まり、水泳記録会が開催されました。児童はそれぞれに練習
の成果を発揮し、３種目で大会新記録が生まれました。
保護者及び地域のみなさま、大変暑い中、児童へのご声援をありがとうございました。

200 ｍリレーで新記録を樹立した
雫石小学校女子リレーチーム

６年男子バタフライ・平泳ぎの２種目で新記録を樹立した村田諒生さん（雫石小６年）

大きな声で声援を送る西山小

種

目

力強く宣誓をする竹原遼さん
（雫石小６年）

華麗な飛び込みを見せたリレーの第一泳者

女子

順位

５年

男子
６年

５年

６年

１位

瀧沢 紅茄（御明神）
34秒73

渡辺 華恋（雫石）
39秒47

高橋 俊貴（御所）
43秒59

高橋 澪央（御所）
32秒41

２位

菊池 真帆（七ツ森）
44秒80

高畑 侑奈（西山）
39秒83

藤原 大翔（七ツ森）
45秒65

鈴木 緑葉（御所）
38秒05

３位

米澤 りりや（雫石）
46秒20

岩井 響（七ツ森）
40秒08

沼田 陵汰（雫石）
46秒17

竹花 心人（雫石）
41秒07

１位

大坊 花綾（雫石）
47秒15

堀 藍菜（七ツ森）
48秒50

鈴木 楓芽（雫石）
51秒80

村田 諒生（雫石）
38秒58 大会新記録

２位

山本 結愛（雫石）
55秒85

原 琴美（御明神）
49秒33

髙橋 暖（七ツ森）
54秒59

細川 快斗（七ツ森）
53秒84

３位

岩舘 心晴（七ツ森）
１分10秒30

圓子 小百合（七ツ森） 千葉 煌騎（雫石）
53秒66
55秒22

藤原 理一郎（雫石）
54秒50

50m
背泳ぎ
（共通）

１位

山本

結愛（雫石）

44秒62

高橋

澪央（御所） 39秒18

２位

堀内

しずく（雫石）

47秒90

鈴木

緑葉（御所） 50秒20

３位

坊屋鋪

桜空（御明神） 50秒23

竹原

遼（雫石）

50m
バタフライ
（共通）

１位

瀧沢

紅茄（御明神）

35秒73

村田

諒生（雫石） 33秒55

２位

大坊

花綾（雫石）

36秒90

鈴木

楓芽（雫石） 48秒79

３位

鈴木

和香（雫石）

52秒66

今野

太郎（西山） 50秒43

１位

雫石（大坊、堀内、山本、渡辺）
２分34秒09 大会新記録

雫石（松原、竹花、堀合、村田）
２分35秒72

２位

七ツ森（吉田、菊池、岩井、岩井）
２分44秒84

御所（高橋、石田、伊藤、鈴木）
２分47秒78

３位

御明神（瀧沢、坊屋鋪、糸永、原）
２分53秒60

西山（今野、袖林、細川、篠村）
３分05秒28

50ｍ
自由形

50m
平泳ぎ

200m
リレー
（共通）

50秒24
大会新記録
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しずくいしの教育

特集
社会環境や児童生徒の状況の変化に対応するため、教育の在り方も変化しています。今回は、平成19年度
からスタートした「特別支援教育」についてご説明します。

《特別支援教育ってなに？》
障がいがあることにより、通常の学級における指導だけではその能力を伸ばすことが困難な子どもた
ちには、一人ひとりの障がいの種類・程度に応じ、合理的な配慮の下に、特別支援学校や小学校・中学
校の特別支援学級、あるいは「通級による指導※」において適切な教育が行われています。これが「特
別支援教育」です。
※通級による指導とは、通常の学級に在籍しながら、必要に応じて適切な指導を受けること。

Q&A
Ｑ１．
「特別支援教育」にはどのようなものがありますか？
Ａ１．文部科学省のホームページを見ると、特別支援教育は
（1）視覚障がい教育
（2）聴覚障がい教育
（3）知的障がい教育
（4）肢体不自由教育
（5）病弱・身体虚弱教育
（6）言語障がい教育
（7）自閉症・情緒障がい教育
（8）LD・ADHD の教育

の８つに類型化されています。

Ｑ２．最近話題になっている発達障がいとは、どんな障がいですか？
Ａ２．上記Ｑ１の（7）
（8）にあたる障がいを総称して「発達障がい」と呼んでいます。発達障がいの
ある子どもは、障がいによる困難をかかえていますが、優れた能力を発揮する場合があります。
早期から適切な支援を受けることにより、状態が改善されることも期待されます。
自閉症スペクトラム障がい（ASD）
知的発達の遅れの有無にかかわらず、他人との社会的関係形成の困難さや言葉の発達の遅れ、
興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする障がいです。
学習障がい（LD）
全般的な知的発達に遅れはありません。聞く、話す、読む、書く、計算するまたは推測する能
力のうち特定なものの習得と使用に著しい困難を示すものです。
注意欠陥多動性障がい（ADHD）
年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、衝動性、多動性を特徴とする行動の障がいで、社会
的な活動や学業の機能に支障をきたすものです。

Ｑ3．雫石町内の障がいを持った子どもは、どのような特別支援教育を受けていますか？
Ａ3．盛岡地区には、知的障がいの児童生徒を対象にした盛岡みたけ支援学校や、視覚、聴覚、肢体不
自由、病弱・身体虚弱の障がいを対象にした支援学校が７校あります。令和元年度には、雫石町
内の全ての小中学校に特別支援学級（知的、情緒、難聴）が設置され、特別な支援を要する児童
生徒のための教育の場が整備されています。
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就学には、子どもの状態と必要な支援（配慮）により、次のような形があります。

幼稚園

小学校

保育園
所

特別支援学校

通常の学級※1
特別支援学級
通級指導教室※2

※１「特別支援学級」「特別支援学校」と区別するため「通常」という表現を使っています。
※２「通級指導教室」には、言葉の学習を受けることのできる「ことばの教室」が雫石小学校内に設置され
ています。在籍する小学校から、通級する曜日と時間が示され、その時間のみ教室に通って学習をします。

【就学相談に応じます

〜安心して小学校入学を迎えるために、就学相談をしてみませんか？〜】

お子様の小学校入学を前にして、学校生活について心配なこと、不安なことはありませんか。
雫石町では、安心して小学校入学を迎えるために、入学前のお子様をお持ちの保護者の方への「就
学相談」を行っています。
いつでも遠慮なくご連絡ください。教育相談員など担当者が相談に応じます。

― こんな心配はありませんか？ ―
㾎小学校での、お友達との関わりが心配
▢
■
友達と一緒に遊ぶことが苦手、怒って手を出してしまう、物を投げてしまう

など。

㾎小学校での、勉強が心配
▢
■
落ち着いて話を聞くことが苦手、いろいろなことを覚えるのが苦手

など。

㾎小学校で、きちんと話すことができるか心配
▢
■
ことばが出るのが遅かった、発音が気になる、お話が上手くできない

など。

㾎健康面の心配
▢
■
心や体の成長、食べ物の好き嫌い、小学校での運動について

など。

㾎小学校入学までに、どんなことが出来ればいいの？ など。
▢
■
保護者さまと直接お会いしてお話をうかがったり、保育所や幼稚園などの様子を参観させて
いただいたりします。そのご相談内容から、
「小学校の先生とお話をする機会の設定」や「学習
の様子の見学」、
「入学までの流れ、また手続きについてのご説明」
「専門的な支援が必要な場合
は、教育の場を一緒に考え、専門機関のご紹介」など、個別に対応させていただきます。

まずはお電話等でご連絡ください。小学校にスムーズにつながるよう、お手伝いします。

新入学予定児童の健康診断を実施します
町教育委員会では、令和２年４月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を実施します。
対象となるお子さんのいるご家庭には、９月中旬までに受診日時や場所などのお知らせを郵送しますので、ご
確認の上、必ず受診してください。
なお、お知らせが届かない場合や当日都合がつかない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ】学校教育課（692‑6412）
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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
『生死を分ける、山の遭難回避術』
羽根田治[著] （誠文堂新光社）
登山を楽しむ方は多いと思
いますが、まさか自分が遭難
するなどと想定している方は
少ないものです。
無知や体力不足、悪天候な
どからくるトラブルはいつ登
山者を襲うかわかりません。
本書は、遭難のケースや救
助の要請の仕方なども図解付
きで丁寧に解説してくれます。

聞いて楽しいおはなし会
たんぽぽおはなし会

乳幼児対象

テーマ「夏のスペシャルおはなし会」
場 中央公民館

日 ８月29日
（木）10：30〜11：30

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♪
日 ８月23日
（金）10：30〜11：00 場 健康センター
幼児・小学生対象

しずくいしおはなし会

日 ８月24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）
【８・９月の図書館休館日】
毎週月曜日
※ただし、８月12日および９月16・23日は祝日開館
し、８月13日および９月17・24日に休館します。

生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

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！
《９月のおはなし会》
14日（土）14：00〜14：30
＊９月は第４土曜日のおはなし会はお休みします。

問合せ
図書館（692 5959）
QRコードでHPへ簡単アクセス！

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「リングテニス」
もともとは船上で乗客が楽しむ「デッキゲーム」として誕生したもので、現代では、バドミントンコートにネットを張り専
用のゴムリングを用い、シングルスかダブルスで楽しむテニスに似たレクリエーションスポーツです。
どうやって遊ぶの？
①サーブ権を持っているプレーヤーが、左右どちらかの手でゴムリングをアンダーハンド
でサーブします。
②サーブを受けるプレーヤーは、相手が投げたゴムリングが床面に着く前に左右どちらか
の手でキャッチし、キャッチしたその姿勢のままで相手コートにリングを投げ返します。
③ゴムリングが床面に着いたりコートラインをオーバーしたら、相手に加点されます。
④５〜10点を１フレームとして、３フレームくらいを目安で行うとよいでしょう。
どこで借りられるの？
専用ゴムリングは、町営体育館の受付窓口で借りられます。

7/7

２年連続の優勝！県民大会クレー射撃競技トラップの部

花巻市で開催された「第71回岩手県民体育大会クレー射撃競技トラップの部」において、雫石町チーム(白藤博康さん・
横田捷世さん・檜山大樹さん)が236点を獲得し、２位一関市に11点の差をつけ２年連続で優勝を飾りました。

町内で行われる各種スポーツ大会

８月

日 程
10日（土）
14日（水）
17日（土）〜18日（日）
18日（日）
20日（火）〜22日（木）
27日（火）
29日（木）

大会名
令和元年度第２回全国中学生野球岩手大会
町長旗争奪行政区対抗野球大会
県学童新人大会岩手南地区予選
第48回雫石町 OB 野球大会
第９回日韓交流事業アーチェリー大会
よしゃれの里雫石グラウンド・ゴルフ交流大会
岩手地区中学校陸上記録会

場 所
町営野球場
町営野球場・鴬宿運動場
鶯宿運動場
陸上競技場
町総合運動公園内
陸上競技場

※上記日程は、７月末時点でのものになります。大会当日までに変更になる場合もありますので、ご了承ください。
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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/前教育長が全国市町村教育委員会連合から表彰/各種大会結果報告

教育委員会定例会リポート（６・７月）
― ６月定例会

質疑応答編 ―

６月の定例会では、中学校新入生学習状況調査、御明神小学校大規模改修に伴う旧橋場小学校の仮校舎使用、
富士市・雫石町少年交流事業などについて話し合われました。

― ７月定例会

議案編

以下の案件が可決されました ―

１．令和２年度に使用する雫石町立小・中学校教科用図書の採択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）

7/17

前教育長の吉川健次さんに賞状を伝達！ 長きにわたる教育振興へのご功労を称えて

前教育長の吉川健次さんに、全国市町村教育委員会連合会から
表彰状が贈られました。この表彰は、吉川さんが長年にわたり教
育長として地方教育行政の重責をにない、教育振興に多大なご尽
力をされた功績が高く評価されたものです。
表彰状は７月17日に作山雅宏教育長から吉川さんへ伝達され、
吉川さんは猿子町長らに受賞の報告を行いました。
吉川さんは平成23年３月１日に本町の教育長に任命、昨年５月
末に退職されるまで、７年３ヵ月教育長を務められました。

報 告

受賞報告をされた吉川前教育長（右から２人目）

東北大会出場決定！雫中生が各種大会で大活躍！

◎全日本中学校県通信陸上大会 岩手県大会結果
〔６月29日〜６月30日〕 ※敬称略
男子 （共通走幅跳）
３位 川崎 卓磨
東北大会
（共通200 m）
８位 高藤 集功
女子 （共通800 m）
８位 白木 美樹
（共通1500 m）
３位 白木 美樹
東北大会
（共通100 mH）
６位 古川 莉子
東北大会
（低学年４×100 mR） ８位 藤田・細川・後藤・煙山

川崎さん・白木さん・古川さん（左から）

◎岩手県中学校総合体育大会等結果〔７月６日〜７日、７月13日〜15日〕 ※敬称略
【新体操】 女子
６位 高見 唯凛
【バレーボール】
【陸上】
男子 ２位 ０‑ ２ 金ヶ崎中 東北大会
男子 （共通200 m）
３位 高藤 集功
（共通走幅跳）
４位 川崎 卓磨
女子 （２・３年100 mH） ３位 古川 莉子
（２・３年1500 m） ７位 白木 美樹
【水泳】
男子 （1500 m 自由形） ５位 佐々木 将成
６位 伊藤 夏希
男子バレーボール部
（400 m 自由形）
８位 山内 凪
女子 ３回戦敗退 １‑ ２ 世田米越喜来
女子 （200 m 背泳ぎ）
【柔道】
１位 村田 萌生 東北大会
男子（団体） ３回戦敗退 ２‑３ 盛岡河南
（100 m 背泳ぎ）
【バドミントン】
２位 村田 萌生 東北大会
男子（団体） １回戦敗退 １‑ ２ 矢巾中
【野球】
【卓球】
２回戦敗退 ０‑３ 盛岡河南
男子（団体） ２回戦敗退 １‑ ３ 軽米中
【バスケットボール】
村田萌生さん
【ソフトボール】 １回戦敗退 １‑10 川崎中
女子 ２回戦敗退 34‑43 上田中
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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」

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 雫石小学校

若いパワーが大活躍

№169

副校長

細川

義雄

雫石小学校には、今年度新採用教諭２人が配置になり、昨年度新採用の２年目の教諭と合わせて３人の20代教諭が
おります。年齢と感覚が近いことから、子どもたちにも大人気です。本校の期待のホープ３人を紹介します。
たいら ぶね

か

な

こ

すがわら

平 船 可奈子教諭 （２年目）

○教員を志した理由
小学校時代の経験から、子どもた
ちに「学校は楽しいところ」と伝え
られる先生になりたいと思いまし
た。担任の先生が子どもたちに与え
る影響は大きいと思うので、これか
らも頑張っていきたいです。

たか と

よし だ

し おり

菅原 崇仁教諭（新採用）

吉田 詩織教諭（新採用）

○教員を志した理由
大学時代、子どもたちと関わるボ
ランティアをして、とても充実した
時間を過ごしました。その経験から、
子どもと接する仕事に魅力を感じ、
先生になりたいと思いました。

○教員を志した理由
私は、子どものころ学校で過ごす
時間がとても好きでした。そして、
大学時代に教育実習で子どもたちと
接した時に、先生という仕事の楽し
さを知り、
目指したいと思いました。

雫石小学校で教員人生のスタートを切った３人の先生を同僚の中堅・ベテラン教員が励まし、支え、共に切磋琢磨
しながら、
「チーム雫小」として、伝統ある雫石小学校をさらなる高みへと導いていきたいと思います。
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−
げ き こ わ

作品 「おひさま にこにこ」

たかはし

１年

も

作品「海の町のおまつり」

な

よこ て

高橋 萌菜 さん

３年

ふ

作品「激怖おばけやしき」

う

横手 楓羽 さん

たけはら

６年

竹原

りょう

遼 さん

〇おひさまの顔を虹色にしたくて、いろ
いろな色を使いました。細長い四角に
色をぬるところを工夫しました。かわい
いおひさまがかけました。

○魚の町のおまつりを作りました。海の
トンネルの中では、おまつりを楽しそう
にしています。外には学校と公園、そし
て宝箱があります。

〇左側の斜面にいるいろいろなおばけは、全
て宝石に見立てて作りました。赤はルビー、
緑はエメラルド、黄色は金、銀はダイヤモンド、
白はパール、ピンクはローズクォーツです。
もしこのようなおばけ屋敷があったら、入っ
てみるといいことがあるかもしれませんね。

◆絵を描くことや貼り絵を作ることが得
意な萌菜さんです。色の使い方や組み合
わせ方がとても上手です。にこにこ笑顔
のおひさまは、萌菜さんの笑顔にそっく
りです。

◆屋台は何屋さんにしようかな、海の生
き物は何にしようかなと、じっくり考え
て描いていた楓羽さんです。トンネルの
中のあめやジュースの屋台や公園で遊ん
でいる楽しそうな魚たちを上手に描いて
います。お祭りのにぎやかな雰囲気が伝
わってきます。

◆初めから終わりまで、ものすごい集中
力で、作っては考え、考えては作り、こ
の作品を創り上げた遼さんです。湧き出
てくるアイディアが、クランクの動きと
連動しながら素晴らしい作品となりまし
た。
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募 集

第９回日韓交流事業アーチェリー大会
2016年希望郷いわて国体でアーチェリー競技の会場と
なった雫石町に世界トップレベルの韓国選手団と全国から
選抜された高校生が集い、熱い戦いを繰り広げます。ぜひ
ご観戦ください。
（火）
日 時 ８月20日
９：00〜 開会式
９：30〜 予選ラウンド
14：00〜 個人決勝トーナメント
８月21日
（水）
９：30〜 団体決勝トーナメント
14：00〜 団体戦メダルマッチ ミックス戦
８月22日
（木）
９：30〜 フリー練習
11：30〜 閉会式
場 所 町総合運動公園陸上競技場
問合せ 生涯学習スポーツ課（692‑4181/中央公民館）

雫石町民相撲大会の出場選手

募集中！

日 時 ９月７日
（土）８：00〜
場 所 御所小学校相撲場
部 門 小学生の部（団体戦・個人戦）
中学生の部（団体戦・個人戦）
一般の部（団体戦・個人戦）
申込み条件 ・各部門とも町内在住または出身者もしくは
町内小中高等学校在校生。町内事業所に勤務
している方も可。
・小学校団体戦は各小学校単位で構成。中学
生と一般団体戦は各地区（雫石・御所・西
山・御明神）ごとにそれぞれ正選手３人、補
欠２人以内の計５人以内で構成。
・登録、出場選手は傷害保険に加入している
こと。
参加料 無料
（金）17：00までに町営体育館備え付けの
申 込 ８月30日
申込用紙で申込みください。
問合せ 町営体育館（692‑5030）

雫石町ふれあいジョイフルスローピッチ
ソフトボール大会の出場チーム募集中 !
日 時 ９月15日（日） ７：30開会式
（開会式は鴬宿運動場 A で行います）
場 所 鶯宿運動場 C
チーム編成 町内に居住している小学４年生以上の女性20
人以内で構成（小学校４年生以上中学校３年生以
下男子２人以内および60歳以上の男性２人以内を
含めることもできます）し、全員が傷害保険に加
入していること。
）
参加料 １チーム5,000円（申し込み時、納入ください。
申 込 町営体育館備え付けの申込用紙へ必要事項を記入
し、９月３日
（火）までに申込みください。
問合せ 町営体育館（692‑5030）

せ

お知ら

明治大学応援団

夏合宿

ト

イベン

成果発表会

８月21日〜30日の10日間、明治
大学応援団（吹奏楽部、バトン・
チアリーディング部、応援指導
班）の約130人が旧南畑小学校を
会場に合宿を実施し、28日には町
民のみなさんに向け、その成果を
発表します。東京六大学に属する
応援団の発表を見ることができる
貴重な機会ですので、お誘いあわせの上お越しください。
日 時 ８月28日
（水）13：00〜15：30（終了予定）
場 所 旧南畑小学校体育館
入場料 無料
問合せ 明治大学応援団主務（080‑4864‑3097）

〜１日に350g の野菜を食べよう〜

厨房レッスン
「鳥の紅茶煮」
「夏野菜の中華サラダ」などを作ります。
日 時 ８月21日
（水）10：00〜13：00
場 所 中央公民館・調理室
講 師 町食生活改善推進員連絡協議会の皆さん
定 員 先着15人
受講料 １人1,500円
申 込 ８月９日
（金）
までに中央公民館へ（692‑4181）

郷土史教室 雫石地区の歴史探訪（その２）
〜町なかの寺院や神社、歴史の地を探訪〜
滴石史談会と町教委の共催により開催します。今回は、
江戸時代の絵図面を片手に秋田街道沿いの寺院や神社、代
官所や一里塚を探します。
日 時 ８月31日
（土）８：45集合〜15：15解散
行 程 中央公民館出発―舘坂―永昌寺〔生森地蔵尊〕―
臨済寺〔大火復興祈念碑〕―廣養寺〔福田栄之助墓
碑〕―代官屋敷跡
〔柏の木〕―北浦稲荷社―雫石変
電所前―三社座神社
〔神輿〕―〈昼食・雫石公民
館〉―金毘羅神社〔俳諧資料・権現様〕―〔雫石城
への水路のこと〕―秋田街道う回路「八卦新道」―
小日谷地蒼前堂前大ぬかり―雫石森林軌道のこ
と〕―高前田一里塚―〔高前田刑場のこと〕―中央
公民館到着・解散
定 員 先着15人（町内に在住または町内勤務の方）
参加費 １人900円（昼食・資料代込み）
申 込 ８月13日
（火）９：00から中央公民館へ (692‑4181)

八幡平カントリーゴルフクラブゴルフ会員権の貸し出し
利用できる方 ・町内に事業所のある団体
・町内在住または勤務の方
申 込 町営体育館へ電話で枚数を確認した後、受付窓口
へ印鑑を持参し、お越しください。
券の受け取り方 利用する方またはその代理人が、申請書に
必要事項を記入し捺印をした上で券をお受取りく
ださい。
＊団体で利用する場合、１回につき８枚まで貸出し可
問合せ 町営体育館（692‑5030）
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「M」の小部屋

した！
聞いてきま
シリーズ対談・編集担当
〈通算第53回〉 Ｍ編第４回

雫石高等学校郷土芸能委員会 ３年生
附田 菜々さん
（委員長 ・踊り）
、杉澤 優名さん（笛）、黒沢 怜奈さん
（太鼓・唄）
７月31日
（水）に佐賀県で開催された第43回全国高等学校総合文化祭。６年ぶりにこの
切符を手にした雫石高等学校郷土芸能委員会のみなさんに、出発前に、大会に向けての
意気込みを聞いてきました。
（M）委員会に入ったきっかけは？
（附田さん）
母が、学生時代に郷土
芸能委員会に入ってい
て、全国大会やさらにそ
の先の国立劇場まで出場
したので私も目指したい
と思い、入りました。
７月23日 町長表敬訪問
（杉澤さん）
中学生の時に、郷土芸能委員会の踊りを見る機会があり、
その格好良さに憧れて入りました。
（黒沢さん）
私の母も郷土芸能委員会だったことや、小さい頃から仲の
良い友だちと同じ部活に入ってみたかったので、
入りました。
（M）委員会は何人で活動しているのですか？
（附田さん）
３年生３人、２年生９人、１年生６人です。全国大会は、
そのうち17人で出場します。郷土芸能委員会を存続させるた
めに、学校を上げて取り組んでいて、各クラスから数人ずつ
出してもらっています。
（M）１日の練習時間はどのくらいですか？
（黒沢さん）
平日は、16時〜18時半まで。学校が休みの日は、９時〜17
時です。本番が近くなると野菊ホールのステージも使って練
習します。
（M）普段の練習で意識していることは何ですか？
（附田さん）
伝統芸能なので「継承していくもの」という使命感です。
また、踊り・笛・太鼓という３つのパート全部が息が合わな
いといけないので、例えば踊りであれば、教えに来てくださ
る先輩方の演技、そして後輩たちの演技を見て、自分がみん
なに合わせるということを意識しながらやってます。
（M）やっていて良かったことは何ですか？
（黒沢さん）
よしゃれの演目になると、杉澤さんは尺八をやって、
私と附
田さんは三味線をします。習っている時や覚える瞬間も楽し
いです。もちろん出来るようになった時もとても楽しいです。

（左から）黒沢さん、附田さん、杉澤さん

色々なものが出来れば、毎回の公演で出る人が変わったり
しても自分が助っ人として入れます。オールマイティーが大
事だと思っています。
（M）全国大会に向けての意気込みを！
（附田さん）
せっかく全国に行けるので、母と同じように、国立劇場の
切符も手にしたいです。
（杉澤さん）
先輩方に憧れて入ったので、３年間やってきたことを発揮
して、この郷土芸能をやってて良かったと思えるように出し
切りたいです。
（黒沢さん）
全国までにコーチの踊りや太鼓を越えること、そして全体
のレベルを高めて、全力で楽しんで踊って来たいです。
（M）先生からもコメントをお願いします。
（羽上 理奈先生）
昨年の３年生が全国の切符を手にし、でも３年生は卒業し
てしまって行けない、そういう思いをしっかり受け止めなが
ら、今の子たちが全力で楽しんで来れれば良いのかなと思っ
ています。雫石町や岩手県の代表として責任の重い大会なの
で、雫石の良さやよしゃれ、さんさを知ってもらい、見た人
が
「雫石に行ってみたいね」
と感じてもらえたら良いなと思っ
ています。あとは、県外の郷土芸能をしっかり見て、交流会
では色々な繋がりを生徒たちに作ってもらえれば良いなと思
います。先日の雫石町芸術鑑賞教室で太鼓を教えてくださっ
た和太鼓グループ彩 -sai- の方も応援に来てくれるそうなの
で、楽しい再会が出来れば良いなと思っています。

７月18日

雫石中学校での公演

あとがき
今月号の広報「教育しずくいし」の表紙にもなっている「富士
市・雫石町少年交流事業」は今年で16回目を迎えました。
参加した児童は、全日空の機体工場見学や富士市でほうじ茶を
作るなど、様々な体験をしてきました。参加した児童の皆さんは、
夏休みの素敵な思い出になったと思います。（ハ）

私も富士市へ行ってきました。帰りのバス車内では、全員で思
い出ベスト３を発表し合い、大いに盛り上がりました。みんなの
楽しそうな様子を見てほっとしました。子どもたちの面倒を見て
くれた雫石町ジュニアリーダーズクラブ SKY のお兄さん、お姉
さんたちも、どうもありがとう！（ホ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2019
（令和元）年８月号 （８月８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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