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しずくいしの教育

特 集
　１月６日（月）～13日（月・祝）の日程で行われた雫石中学校国際交流海外派遣事業は、１月16日（木）に猿子
町長らを訪問した帰町報告会をもって終了しました。故郷を離れ、海外で貴重な生活を過ごした２年生10人
に印象に残ったことや学んだことを聞きました。

【海外派遣の目的】
　雫石中学校と国際交流姉妹校を締結して
いる米国バーモンド州ランドルフ町のラン
ドルフ中学校との交流を通して、生徒はア
メリカの歴史と文化を学びます。さらに、
国際感覚を体得することで、町の地域発展
に寄与する人材育成を目的としています。

　私は、海外派遣を通して、アメリカの文化だけではなく、アメリカの人たちの優しさも学ぶことがで
きました。ドアを開けてあげるなど相手への気遣いや思いやりは、私の今後の生活の中で必要な物だと
感じました。今回学んだことを生かし、これからも、相手への気づかいや思いやりを大切にしていきた
いです。

雫石駅を出発！

搭乗前に成田空港で集合写真 ボストンにて～昔の馬車のための道～

　私は、この海外派遣を通して何事にも挑戦し
てみることの大切さを学ぶことができました。
ホームステイや学校生活で、自分から話しかけ、
自分の英語力やコミュニケーション能力を向上
させることができました。とても実りのある楽
しい体験をすることができたことに感謝し、こ
れからの生活に生かしていきたいです。

鈴
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木
き

　葵
あお
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ば ら

　佑
ゆう

奈
な

さん

　私は、今回の海外派遣で“伝える事の大切さ”
を改めて学びました。ホームステイをする中で、
身ぶり手ぶりをし、伝わったときの喜びがとて
も印象に残っています。コミュニケーションも
とることができ、楽しい日々を過ごすことがで
きました。今回の貴重な体験を将来に生かして
いきたいです。

髙
たか

橋
は し

　明
あ

希
き

さん
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　雫石中学校の図書室には、ランドルフに関係する
本も揃えられています。

　ランドルフでは、町の良さや人々の優しさ、
温かさを知ることができました。言語は違っ
ても、心は通じ合うことを感じられました。
今回の海外派遣を通して、感謝の気持ちを忘
れないことや何かをやってもらうのは当たり
前ではないことなど、たくさんの事を学びま
した。

　ランドルフでは、日本との文化の違いや町
の人々の優しさを知ることができました。景
色や料理の味、学校生活など、どれも日本と
全く違って驚きました。日本と違う生活に最
初は戸惑いましたが、町の人たちは私たちを
温かく迎え入れてくれました。
　おかげであまり緊張せず、まわりにすぐ溶
け込むことができました。

　私は海外派遣を通して、人との接し方が大切だ
と思いました。一番最初は緊張していたけれど、
笑顔で話しかけたら上手くコミュニケーションを
とることができました。また、自分から行動し、
楽しい思い出を作ることができました。

　私は、この海外派遣でコミュニケーション
能力を向上させることができました。私は英
語があまり得意ではないですが、人と接する
能力は人一倍すぐれていると思います。アメ
リカは日本とは異なり、「ありがとう」をす
ぐ伝える習慣があります。その習慣が身につ
き、すぐ「ありがとう」を言えるようになり
ました。

ランドルフの皆さんとお別れ前の一枚

雪が積もるバーモント州郊外で

浦
うら

田
た

　美
み

咲
さ き

さん

松
まつ

原
ば ら

　ひよりさん
　私は、この海外派遣を充実した良いものにする
ことができました。特に印象に残っていることは、
ホームステイです。言葉の違う環境の中で、１人
で過ごすのは大変でした。その中でも、たくさん
英語を話しました。自分の発した英語が伝わった
時はとても嬉しかったです。

若
わか

松
ま つ

　昌
まさ

哉
や

さん

　私が海外派遣で印象に残ったことは、日本で国
語の授業があるように、アメリカでも英語の授業
があるということです。逆に、アメリカの人たち
は、日本人が日本語の授業をしているとは思って
いなかったようで、とても驚いていました。これ
からも日本とアメリカの違いを見つけていきたい
です。

阿
あ

部
べ

　風
ふ

羽
う

里
り

さん

　私は、海外派遣を通して、外国の人の暮らし方
や歴史について知ることができました。バーモン
トの議事堂に行って、独立戦争などの絵をたくさ
ん見てきました。アメリカの歴史を知る良い機会
となりました。
　ホームステイ先では、たくさん英語で会話をす
ることができました。充実した体験になりました。

神
かん

田
だ

　結
ゆ い か

衣花さん

松
まつ

原
ば ら

　萌
もえ

乃
の

さん

小
お

田
だ

　和
かず

成
ま さ

さん
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前九年の戦い最後の砦
「厨川の柵」周辺出土品を見学11//1515

　11世紀の半ば、「前九年の戦い」で安倍氏最後の砦と
なった「厨川の柵」周辺遺跡からの出土品を展示する企
画展が盛岡市遺跡の学び館で開催され、その見学会（町
教育委員会・滴石史談会共催）に町民17人が参加しまし
た。参加者は同館専門職員の解説を聴きながら、出土品
から見えてくる当時の暮らしや政治・軍事情勢に思いを
馳せました。３月20日（金・祝）には、「厨川の柵」研
究の第一人者である岩手大学客員教授八木光則氏の講演
会（滴石史談会主催、町教委後援）を中央公民館で予定
しています。

白銀のコースを滑走！
「町民スキー大会アルペン競技」11//2525

　岩手高原スノーパークにて、町民スキー大会アルペン
競技が開催されました。吹荒れていた強風が競技開始前
に落ち着き、清々しい青空の下、小中学生38人、一般４
人が白銀のコースを滑走しました。
　大会は大回転競技９部門で行われ、出場した選手の皆
さんは、設置された旗門を颯爽と滑り抜け、歓声待ち受
けるフィニッシュを目指しました。
（各部門の優勝者は、６ページに掲載しています。）

専門職員から説明を受ける参加者

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて
ドイツとの交流を深めよう！「ドイツ料理教室・ドイツ文化講演会」開催11//1111

　平成30年４月に当町がドイツ連邦共和国を相手国として、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会「復興
ありがとうホストタウン」に登録されたことにちなみ、中央公民館にて、「ドイツ料理教室・ドイツ文化講演会」を
開催しました。
　「ドイツ料理教室」には、ドイツ人シェフのマーカス・ボス氏を講師に迎え、町婦人会員や町食生活改善推進員連
絡協議会員から18人が参加しました。日本語の堪能なマーカス氏のジョークに会場が笑いに包まれる中で、和やかに
開催されました。
　「ドイツ文化講演会」は、ドイツ連邦共和国大使館広報文化専門官ホーボルト・幸夫氏を講師に「ドイツ、灯台も
と暗し～ドイツの常識・非常識～」と題し、開催しました。同会には約90人が参加し、日本とドイツの似ているとこ
ろや異なるところ、日独の歴史について興味深く聞き入りました。また、ホーボルト氏から出題されたクイズに正解
した参加者には、ドイツの地図や本がプレゼントされ、参加者は、楽しくドイツ文化への興味や理解を深めました。
　今後も引き続き、ドイツに関する情報を発信していきます。

ホーボルト氏（写真中央）と参加者の皆さん参加者に料理を教えるマーカス氏

大会の様子
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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
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【開館時間】  
　９：00～17：00 （水・金曜日は18：00まで）
【２・３月の図書館休館日】
● 毎週月曜日（ただし、２月24日は祝日開館し、
２月25日に休館します。）

　上原小児科医院の上原充郎院長から、今年度もたくさ
んの本を寄贈していただきました。
　感謝を込めて、いただいた本を展示・
貸出しています。
【期間】２月29日（土）まで
【場所】図書館内企画展示コーナー

　高齢者ドライバーの起こす悲惨
な事故が話題になる昨今、車の運
転は常に危険をはらんでいます。
「ドライバーは人の命を預かって
いる」と認識しておくことは、高
齢者に限らず有益なことと言える
でしょう。本書は、安全運転のた
めのトレーニング法から頭の使い
方まで、幅広く紹介しています。

　たんぽぽおはなし会
テーマ 「あがりめ　さがりめ」

日 ２月20日（木）10：30～11：30　場 中央公民館
絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作など。お楽しみに♪

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」
日 ２月28日（金）10：30～11：00　場 健康センター

絵本の読み聞かせなど。遊びに来てね♪
しずくいしおはなし会

日 ２月22日（土）11：00～11：30　場 町立図書館
日 ３月14日（土）14：00～14：30　場 町立図書館
日 ３月28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！

幼児・小学生対象

乳幼児対象

乳幼児対象『運転寿命を延ばす
　50代からの安全運転の心得』

　時野　学//著（幻冬舎）

企画展「寄贈本紹介～上原先生からいただいた本～」

読書の壺　今月のこの一冊 聞いて楽しいおはなし会

【問　題】 平成30年度に「旧〇〇街道国見峠の盛岡領境の石
標」と「旧〇〇街道長山街道分岐の道路指導標」
が雫石町指定文化財に指定されました。さて、こ
の〇〇に入る言葉は何でしょう？

協賛懸賞クイズ・知ってる？「雫石の文化財」協賛懸賞クイズ・知ってる？「雫石の文化財」

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！
忘れた頃に
やってきた！

（ア）　国見　　（イ）　仙岩　　（ウ）　秋田

【応募要項】以下の項目をご記入の上、はがき・FAXまた
はメールにてご応募ください。
※応募は１人１回限りとします。
①答え　②郵便番号・住所　③氏名（当選時に本名の掲載
を希望しない方はペンネーム）④年齢　⑤電話番号　⑥今
月号の感想　⑦教育しずくいしで今後取り上げてほしいこ
となど
【応募締切】２月25日（火）必着
【応募先】雫石町生涯学習スポーツ課
　　　　　 教育しずくいし担当まで
 〒020-0555　雫石町上曽根田114
 FAX：019-692-4183
 Mail：shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp
 クイズの正解と当選者は３月号で紹介します！

※ヒント： 雫石町ホームページ内に掲載の「教育しずくいし」
2018年７月号をご覧ください。

 問い合わせ 　
図書館（692‒5959）
QRコードでHPへアクセス！

お知らせ（図書館の利用について）

【協賛懸賞品ご提供者】
串焼きBAL C

ち ょ く

HOKU C
ち ょ く

HOKU
（雫石町上町東17-1　☎681-6030）
ご提供ありがとうございました！

正解者の中から抽選で、
「じゃじゃ麺（小）＆ちーたんたん」を
２名様に差し上げます。

石標 道路指導標

017883-01[1-10].indd   5017883-01[1-10].indd   5 2020/02/06   17:412020/02/06   17:41



6 広報●教育しずくいし●2020●2●No.179●

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

各種スキー大会で活躍！スポーツ大会結果（※敬称略）報 告

★アルペン競技
【男子大回転】・成年Ｂ　３位　小松　恭平
　　　　　　・成年Ｃ　１位　岡森　　篤
　　　　　　　　　　　３位　伊東　雄一
　　　　　　・成年Ｄ　１位　藤田　昭平
　　　　　　・成年Ｅ　２位　高畑　伸也
　　　　　　・成年Ｊ　３位　松ノ木敏雄

【女子大回転】・成年Ｂ　１位　久保田美鈴
　　　　　　・成年Ｄ　１位　横欠　美保

★ジャンプ競技　ノーマルヒル
　・成年男子Ａ　３位　村上　純人

★ノルディックコンバインド競技
　・成年男子Ａ　３位　村上　純人

★総合成績
　・町村の部　男子　１位　雫石町
　・町村の部　女子　１位　雫石町

　・町村の部　男女総合　１位　雫石町

★アルペン競技
【男子大回転】３位　林崎　耀裕
★クロスカントリー競技
【男子５kmフリー】３位　村田　敬心　７位　髙橋心太郎
【男子５kmクラシカル】６位　髙橋心太郎
【男子リレー】１位　雫石中学校
（天瀬　海斗、髙橋心太郎、村田　敬心、沼野　滉平 )

★総合成績　【男子】１位　雫石中学校
★アルペン競技
【男子大回転】２位　林崎　耀裕　　　　　　　　　　 　【男子回転】　２位　林崎　耀裕
【女子大回転】５位　滝沢真結菜
★クロスカントリー競技
【男子５kmクラシカル】
　　２位　村田　和久　　３位　髙橋心太郎
　　４位　沼野　滉平　　５位　村田　敬心
　　６位　天瀬　海斗
【男子リレー】
　　１位　雫石中学校（村田　和久、髙橋心太郎、
　　　　　　　　　　　沼野　滉平、村田　敬心）

【男子５kmフリー】
　　２位　髙橋心太郎　　３位　沼野　滉平
　　４位　村田　敬心　　５位　村田　和久
　　６位　天瀬　海斗
【女子３kmフリー】　　　５位　村田　桃華
【女子３kmクラシカル】　５位　村田　桃華

第72回岩手県民体育大会スキー競技会《１月18日（土）～19日（日）：安比高原スキー場ほか》※上位３位まで掲載

★クロスカントリー競技　【少年女子】１位　上川原　遥　　２位　小田　綺花　　３位　桐山　はる菜
第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会選手選考会《１月18日（土）～19日（日）：安比高原スキー場ほか》※上位３位まで掲載

東北中学校スキー大会《１月24日（金）～26日（日）：田沢湖スキー場ほか》※入賞者（８位まで）のみ掲載

岩手県中学校スキー大会《１月10日（金）～13日（月・祝）：安比高原スキー場ほか》※入賞者（６位まで）のみ掲載

雫石町民スキー大会アルペン競技《１月25日（土）：岩手高原スノーパーク》※優勝者のみ掲載
部門 男子 女子

小学１・２年生の部 平野　　仁（雫石小学校） 和田　史佳（雫石スキースポ少）
小学３・４年生の部 佐々木昊大（雫石スキースポ少） 高畑　茉奈（雫石 Jr．R）
小学５・６年生の部 堀合　健斗（雫石スキースポ少） 高畑　侑奈（雫石 Jr．R）
中学生の部 林崎　聖哉（雫石中学校）
成年の部 荒塚　翔太（西山小父母会）

入賞した
林崎耀裕さん

東北大会で優勝した雫中
男子リレーメンバー

★クロスカントリー競技
【男子】・成年Ａ　２位　田邊　　凌
　　　・成年Ｂ　３位　若松　　翔
　　　・成年Ｃ　３位　高橋　直也
　　　・成年リレー　１位　 雫石町
（田邊　凌、村上　映人、村上　純人、若松　翔）

【女子】・成年Ａ　３位　米田日向子
　　　・成年Ｂ　３位　土樋　三起
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定例会レポート/通学路の交通規制/みんなでレクリエーションスポーツ！/町内で行われる各種スポーツ大会定例会レポート/通学路の交通規制/みんなでレクリエーションスポーツ！/町内で行われる各種スポーツ大会教育行政・学校のページ

教育委員会の会議は、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）

教育委員会定例会レポート教育委員会定例会レポート（（１１月）月）

第２回「ノーゲームデー」取り組み結果、教育振興基本計画策定の進捗状況など

　町長と教育委員会の双方が、教育分野の課題や目標の意思疎通と政策推進における連携を図り、よりよい教育
行政を行うための「総合教育会議」を開催します。

【日　時】　令和２年２月25日（火）９：00～　【場　所】　雫石町社会福祉協議会　センター内

― 教育委員会議で、以下の内容が話し合われました ―

お知らせ　２/25（火）　第３回総合教育会議を開催します

 今月は「ファミリーバドミントン」 
　ファミリーバドミントンは、通常のバドミントンコートを使用し、羽付きのスポンジボールをラケットで打ち
合う、子どもから年配の方まで気軽に楽しめるレクリエーションスポーツです。
 どうやって遊ぶの？ 
①　 ３人１組のチームを２チーム以上作ります。
②　 配置は前衛１人と後衛２人で、ゲーム中はこれを時計回りのローテー

ションで続けます。ローテーションは、サーブ権を相手から取得した
つど行います。

③　 前衛者は自分のコート全体を、後衛者はサービスラインから後ろの範
囲を自由に動く事ができます。

④　ラケットの扱いは、全て腰から下のアンダーハンドのみです。
⑤　 サーブは、ネットに向かって右側の後衛の人が行ない、相手コート左

半分 (約３ｍ×４ｍ )のエリアへ落下するように打ちます。
⑥　相手コートには２回以内で打ち返しますが、スマッシュは禁止です。
⑦　 １セット15点マッチで、２セット先取でゲームセットです。体力など

に合せて10点マッチ制に変更するのも良いでしょう。
 どこで借りられるの？ 
　町営体育館で無料貸出しをしています。

　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。

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！

　通学路の安全確保のため、３月２日（月）から以下のとおり交通規制となります。
【規制日時】　 平日の７：00～８：00の１時間
【場所・内容】町道雫石・小岩井線 役場前交差点から、
　　　　　　 よしゃれ通り方向への車両の進入が禁止となります。
　　　　　　 ※詳しい場所は町ホームページをご確認ください。

役
場
車
庫

7広報●教育しずくいし●2020●2●No.179●

通学路の交通規制「時間帯指定方向規制」について

町内で行われる各種スポーツ大会
日　程 大会名 場　所

２月

15日（土）～16日（日） 雫石町サッカー協会長杯フットサル大会 町営体育館
22日（土）～23日（日） 第34回雫石町長杯中学校バレーボール大会 　　〃
29日（土） 雫石町民スキー大会クロスカントリー競技 ケッパレランド
29日（土）～３月１日（日） ドリームカップ第９回岩手県小学生バレーボール６年生大会 町営体育館

３月 １日（日） ピノキオカップクロスカントリースキー大会 ケッパレランド
※上記日程は、１月末時点のものになります。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。

試合の様子

ゲームで使用するラケットとボール

【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）
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こじか組　川
かわ

﨑
さき

　ゆき乃
の

さん
○段ボールなどを使ってスタンプを押
し、羽子板を作りました。羽の丸の部
分をハサミで切るところが難しかった
です。
◆本物の羽子板をよく見ながら作って
いました。丸い形になるように時間を
かけて丁寧にハサミを使うことができ
ましたね。

作品『羽根つき』

こぐま組　三
み

河
かわ

　優
ゆう

夏
か

さん
〇11月の発表会の絵です。シンデレラ
の劇で魔法使いの役だった私とお友だ
ちを描きました。

◆お友だちの衣装をしっかり覚えてい
て細かいところも丁寧に描かれていま
す。発表会の様子がよくわかる絵です
ね。

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『シンデレラの絵』

こぐま組　沼
ぬま

崎
ざき

　丈
じょう

さん
〇自分の名前を書けるようになりまし
た。大きく書くのは初めてだったので
楽しかったです。

◆力強く名前を書きました。紙からは
み出さないように気をつけながらも、
楽しそうに笑顔で書く姿が印象的でし
た。

作品『書き初め』
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のびのび育て！！ ごしょっこ！のびのび育て！！ ごしょっこ！シリーズシリーズ「輝」「輝」
№175№175 　副園長　松村　静

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　御所保育園がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

ごしょっこ太鼓に取り組む年長児 ソリ遊びをする園児

　社会福祉法人のぞみ会 御所保育園では、現在、０歳から６歳まで62人のお子様たちをお預かりしています。
　子どもたちは年間を通してランニングに取り組んでおり、ファミリーランド内を走っています。「今日は〇周走る」
と一人ひとりが目標を持ち、走る距離も延び、その力が子どもたちの自信につながっています。
　豊かな自然に恵まれた本園では、春は花見給食、夏は水遊びや畑活動、秋は散歩や遠足、冬はソリ遊びなど、さま
ざまな経験を通じて情緒豊かに「生きる力」を育んでいます。
　年長児は「ごしょっこ太鼓」という和太鼓に取り組み、運動会や発表会で、地域の方や保護者の皆さまに披露して
います。大勢の方から拍手をたくさん頂くことで、子どもたちの顔はキラキラ輝き、生き生きとしています。
　恵まれた環境と地域の皆さまに見守られ、たくましく生き生きと、そして心優しく成長してほしいと願っています。
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募　集 お知らせ イベント
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　全国各地から多くのランナーが集まって行われているこ
の大会も、36回目となりました。
　今年は、東京オリンピック ･パラリン
ピック開催の年です。
　スポーツが一層盛り上がる2020年、みな
さんも新緑あふれる故郷のコースをこの機
会に走ってみませんか？
　たくさんの参加をお待ちしております！
 日にち 　５月10日（日）
 会　場 　町総合運動公園陸上競技場
 ゲストランナー 　IBC 岩手放送　松原友希アナウンサー
 申込締切 　 郵便振替方式：３月25日（水）まで（当日消印有効）
　　　　　※ 郵便振替用紙は、２月下旬以降に町営体育館

で配布開始となります。
　　　　　インターネット：３月29日（日）まで
 問合せ 　町営体育館（692-5030）
※詳細は下記の大会ホームページからご覧になれます。
http://www.iwatesanroku-marathon.jp/

岩手山ろくファミリーマラソン参加ランナー受付中！

～スポーツを安全に楽しく～
スポーツ安全保険の加入申込受付中！

　公益財団法人スポーツ安全協会岩手県支部では、2020年
度スポーツ安全保険の加入申込み受付を随時行っています。
　この保険は、４人以上で構成するスポーツ・文化・ボラ
ンティア・地域活動などを行うアマチュア団体を対象とし
た傷害、賠償責任、突然死葬祭費用保険の一括契約保障制
度です。
　ご希望の方は、町営体育館で申込用紙の配付を行ってい
ますので、お越しください。
 補償期間 　 加入手続きを行った翌日（３月31日前に加入手

続きを行った場合は、４月１日から適用）の午
前０時から2021年３月31日正午まで

 その他 　 活動内容・種目及び構成年齢により年間掛金が異
なります。

 問合せ 　町営体育館（692-5030）

2020雫石インドアキッズベースボール
　優勝・準優勝・３位チームに副賞を贈るほか、参加選手
全員に参加賞を差し上げます。
 日　時 　３月15日（日）９：30～12：30予定
 場　所 　町営体育館
 参加資格 　 町内の小学校に在校又は町内スポーツ少年団に

所属している児童で、スポーツ安全保険などの
各種傷害保険に加入していること。

 チーム構成 　 責任者（20歳以上）１人と選手６人以上８人以
内で構成。男子女子混合での参加もできます。

 募集定数 　先着10チーム
 参加費 　１チーム選手１人につき　500円
 申　込 　 ２月15日（土）から３月１日（日）までに電話または

町営体育館受付窓口で申込みしてください。
 問合せ 　町営体育館（692-5030）

残雪を楽しむ！芳沢牧野スノーシューハイキング
　岩手山の麓に広がる芳沢牧野（雫石町内）で残雪期のス
ノーシューハイキングを楽しもう♪
 日　時 　３月14日（土）９：00～14：30 
 集　合 　網張ビジターセンター
 対　象 　小学生以上
 定　員 　先着20人
 参加料 　大人500円、小学生300円
 申　込 　網張ビジターセンターへ電話またはメール 
　　　　（693-3777、amihari@vanilla.ocn.ne.jp）

根開きのブナの森で春を探そう
　森で「根開き」が見られると春はもう間近♪ブナの森で
春を探してみませんか？スノーシューを履いて歩きます。
 日　時 　４月５日（日）９：30～14：00 
 集　合 　網張ビジターセンター
 対　象 　小学生以上
 定　員 　先着20人
 参加料 　大人500円、小学生300円
 申　込 　網張ビジターセンターへ電話またはメール 
　　　　（693-3777、amihari@vanilla.ocn.ne.jp）

町芸術文化協会主催
町民芸術文化講座

　県芸術文化協会から講師をお呼びし、雫石公民館で４つ
の体験講座を開催します。初心者大歓迎！参加料は無料です。
①「初春に琴の音色を楽しもう」
 日　時 　２月24日（月・祝）13：00～15：30
 講　師 　岩手三曲協会　松坂　尚子さんほか
 定　員 　なし
②「写真の技術をアップしよう」
 日　時 　３月１日（日）14：00～16：00
 講　師 　岩手県写真連盟　菊池　克美さん
 定　員 　先着10人
③「はじめての水墨画　濃淡を楽しもう」
 日　時 　３月８日（日）14：00～16：00
 講　師 　岩手県水墨画協会　清水　恒男さん
 定　員 　先着10人
④「はじめての“かな文字”」
 日　時 　３月15日（日）10：00～12：00
 定　員  岩手県書道協会　津志田　沙苑さん
※いずれも見学は自由ですが、体験は申し込みが必要です。
 申　込  ２月20日（木）までに雫石町芸術文化協会
　　　　小田（090-7665-8538）へ

あなたのお家に眠っている「鯉のぼり」ありませんか？
　雫石の春の風物詩「雫石川の鯉のぼり」に使用する鯉の
ぼりを募集しています。お家で使わなくなった鯉のぼりを
寄贈していただける人は、下記までお持ちください。
　いただいた鯉のぼりは、毎年開催される「鯉のぼり掲揚
式」で町内小学生児童の手によって掲揚されます。
 受付・問合せ 生涯学習スポーツ課
　　　　　 　（ 中央公民館事務室内）

☎ 692-4181

QRコードからもアクセス！

ゲストランナー
松原アナウンサー
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　今回の表紙を飾った「雫石裸参り」。当日私は救護車の運転を
担当し、最後尾から祈願者を見守っておりました。寒さの中、三
社座神社から永昌寺まで歩いた祈願者の皆さんには頭が下がりま
す。本当にお疲れ様でした。（ハ）

　広報しずくいし２月号表紙の成人式会場となった中央公民館で
は、一週間前から職員たちが終日こまめに除雪をし、安全な歩行
環境の維持に気を配りました。今年は192名の方が成人を迎えら
れました。（ホ）

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「「MM」」の小部屋

〈通算第59回〉Ｍ編第10回

　今回は、１月19日（日）に開催された第41回雫石裸参り初参加の高橋幹葉さんと、満願（10回目の参加）を達成
された福原和哉さんにお話を伺いました。
（Ｍ） 今回初参加された
きっかけを教えてください。
（高橋さん：以下（高））私
は盛岡の消防署で勤務して
いるのですが、地元である
雫石の分署長から声をかけ
ていただいたのと、今年か
ら雫石分署に配属になった
同期が歩くということで、
自分もやってみようと思っ
たのがきっかけです。
（Ｍ）初めて歩いてみた感
想を教えてください。
（高）率直に言うと寒かったです！先輩から「今年は天
気が良いし暖かい」と聞いていたのですが、１年目の私
は、外に出た瞬間に震えました。先輩から「深呼吸」と
アドバイスをもらい震えを抑えて歩きました。１年目に
これ以上ない裸参り日和を経験でき良かったですが、２
年目以降の天候は分かりませんので、より覚悟して臨み
たいと思います。
（Ｍ）歩いた後で、気持ちの変化はありましたか？
（高）実際歩いてみると、天気も良く気持ちが良かった
です。あとは、一人ではなくさまざまな方の協力もあっ
て、雫石町の発展や震災復興、家内安全などを祈願し歩
くことができました。皆さんから「おめでとう！」や「よ
く頑張った！」と声をかけていただき、達成感もありま
した。裸参りは雫石町の冬の風物詩でもありますし、町
の皆さんが見に来てくださるので、雫石町のためにも、
という気持ちで最後まで歩き切ることができたと思いま
す。
（Ｍ）今後の目標は？
（高）仕事に忙しい毎日でしたが、他の祈願者の皆さん
と交流する中で気持ちに余裕ができました。私の今年度
の大きなイベントでもあったので、良い刺激になりまし
た。２年目以降もより気を引き締めて、しっかり祈願し
て歩きたいです。

令和最初の雫石裸参りに参加された　高橋　幹葉さん（天戸行政区）
同じく満願（10回目の参加！）を達成された　福原　和哉さん（滝沢市）

（Ｍ）満願（10年目）を迎
えた福原さんの参加のきっ
かけを教えてください。
（福原さん：以下（福））大
学院時代、何か自分を見つ
めなおすことがしたいと
思っていたところ、アナウ
ンサーの方が祈願者として
歩かれていた様子をテレビ
で見て、これだ！と思った
のがきっかけです。
（Ｍ）１年目に歩いた時の
ことは覚えていますか？
（福）人は限界を超えると震えが止まり寒さも感じなく
なるんだなと。すごい体験でした。あとは、沿道の方か
らの励ましの声ですね。歩き切ったときの達成感は何物
にも代えられないものでした。
（Ｍ） 満願を迎える今年はどんな気持ちで臨みました
か？また、10年続けられた秘訣は？
（福）今年は10年間で最も暖かく穏やかな天候でしたが、
改めて気を引き締めて臨みました。歩行中は、皆さんの
祈願が成就することを願いつつ、私は今年で最後なので
全員の姿を目に焼き付けようと思って歩きました。終
わった時は、10年の間にご一緒できた方々への感謝の気
持ちでいっぱいでしたが、これで最後なのかという寂し
さもありましたね。続けられた秘訣は、関係する皆さん
の人柄でしょう。町外の人間でも受け入れてくださった
素晴らしい皆さんに「来年も出るよね？」と言われると
期待を裏切れませんし、皆さんと再会するために毎年参
加していました。
（Ｍ）今後の目標は？
（福）今後は裏方の一人として、この素晴らしい伝統・
文化と仲間の輪が永遠に続くようお手伝いさせていただ
きたいと思います。興味を持たれた方は、寒さ以上に熱
い心意気を持つ仲間が待っていますので、ぜひ仲間に加
わってほしいです！
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提灯を持つ高橋さん はさみを持つ福原さん
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