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雫石町教育委員会広報紙

《２月号協賛懸賞クイズの正解・当選者発表》
弥さん

入選作品…学校名・学年は30年度当時のものです。

◆当選者：柳田 千鶴さん／佐々木

平成30年度メディア標語コンクール

◆正 解：
（ア）春

あなたのね

「パスタの店シモネッタ」本日のメニューより１品（サラダ & 手作りデザート & 飲み物付き）

心は siri でも読めないよ

ゆ

う

（中屋敷 優愛さん

なか や しき
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※詳細は7ページに掲載しています。

学校も新年度がスタート!町内小・中学校に新たな先生方が着任されました

情報が満載！

歴史文化 スポーツ

校

教育行政 学

雫石の

できごと紹介

3/1、14、19

2020.3

月

学校生活での集大成を披露 町内の各学校で卒業式が行われました

町内の小学校５校、中学校、高校でそれぞれ卒業式が
行われました。
３月19日
（木）
に行われた御明神小学校の卒業式では、
２月末に改修工事が終わった体育館で、保護者や先生方
が見守る中、一人ひとりが堂々と旅立ちの詩を読み上げ
ました。各校の卒業生は、４月から始まる新たな環境で
の目標を胸に、思い出の詰まった学び舎を巣立っていき
ました。
御明神小学校
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雫石小学校

七ツ森小学校

西山小学校

御所小学校

雫石中学校

雫石高等学校
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3/24

教育長職務代理者に岩持斗季子教育委員を指名

作山雅宏教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の
規定に基づき、令和２年３月24日付で、岩持斗季子委員を町教育委
員会の教育長職務代理者に指名しました。
岩持委員は、町議会の同意を得て、平成23年２月23日付で教育委
員に就任し、現在に至るまで、教育委員としてご尽力いただいてお
ります。

岩持委員

雫石町教育委員会表彰で
５個人・１団体が受賞

3/24

この表彰は、町の教育・文化・スポーツの発展に著し
く寄与した個人・団体に対して行うもので、11月に行わ
れた上半期の表彰に続き、３月は下半期の表彰が行われ
ました。
表彰式では、下記の方々が晴れて受賞されました。
教育長（前列中央）と受賞者の皆さん

受賞者 ※敬称略
むら た

村田
はやしざき

林崎

受賞理由
令和元年度東北中学校体育大会 第56回東北中学校スキー大会
クロスカントリー競技男子5kmフリー 第3位

けいしん

敬心（雫石中3年）
ようすけ

耀裕（雫石中3年）

雫石中学校特設スキー部
あま せ

かい と

たかはし

、髙橋
天瀬 海斗（3年）
むら た

村田

けいしん

ぬま の

敬心（3年）
、沼野

上原小児科医院

院長

雫石中学校

教諭

雫石中学校

教諭

しん た ろう

心太郎
（3年）
こうへい

滉平
（3年）

かみはら

上原

かま が さわ

釜ケ澤

ほおざわ

みつ お

充郎

いずみ

和泉

朴澤 かおり

令和元年度東北中学校体育大会 第56回東北中学校スキー大会
アルペン競技男子ジャイアントスラローム 第3位
令和元年度東北中学校体育大会 第56回東北中学校スキー大会
クロスカントリー競技男子5km×4リレー 第1位
「雫石町の子どもたちの未来のために」との願いを込めて、平成26年
度より６年間にわたって町立図書館へ児童書を寄贈し、町内児童生徒
の読書推進に貢献しました。
国の委託を受けた「岩手県道徳教育推進事業」を進めるにあたり、校
内研究組織の活性化を図り、教職員一体となった道徳授業改善の先頭
に立って活躍されました。また、その成果は教育センター発表会等で
ひ れき

披瀝され、参会者等から高い評価を得ました。

※学校名・学年は令和元年度当時のものです。
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しずくいしの教育

ってな〜に？
特 集 『しずくちゃん・パスポート』

令和２年４月から全国の小・中・高校の授業にこれから導入される「キャリア・パスポート」。町では既
に昨年度から雫石版「キャリア・パスポート」として「しずくちゃん・パスポート」をつくり、町内の小・
中学校で取り組んでいます。今回はその内容について紹介します。

ふるさと雫石の良さを自覚したり、体験活動
から働くことの素晴らしさを体感したり、記入
を通して自分の夢を考え、自己実現に繋げるの
が『しずくちゃん・パスポート』です。
小〜中学校の9年間を通して、自分の成長を
実感できるようになっています。

小学１年生で、
表紙などが渡されます。

小学２〜６年生では、毎年、 中学校では、毎年、目標の設
自分の夢や目標を記入します。 定と振り返りをします。

次学年へ

各小学校の独自シートもあり
ます。

中学校へ

小学６年生では、６年間の振
り返りシートを記入します。

中学校までのシートは、進学
先の高校へ送られます。

保護者の皆さんへ
「しずくちゃん・パスポート」には保護者の方の記載欄もあります。お子様
が「しずくちゃん・パスポート」を持ち帰ったならば、記入をしながら励まし
の言葉をかけたり、一緒に将来を考える機会などにご活用ください！
【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
読書の壺

今月のこの一冊

『十歳、ぼくは突然 「敵」 とよばれた』

−雫石町立図書館−

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

アンドレア・ウォーレン//著 （汐文社）

４月のたんぽぽおはなし会は中止となりました

アメリカ人として育った日系二世
のノーマン・ミネタ少年は、太平洋
戦争の開戦を契機に、それまで親し
くしてい友人から「敵」と呼ばれ、
収容所で過酷な生活を送ることにな
りました。後にノーマン少年は政治
家となり、日系人強制収容に関する
公式謝罪を定めた法を成立させまし
た。日本とアメリカの歴史について
子どもから大人まで読みやすい文体
で書かれている良書です。

日 ４月24日
（金）10：30〜11：00

幼児・小学生対象

しずくいしおはなし会

４月と 5月のしずくいしおはなし会は中止となりました

【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、５月４日は祝日開館し、
５月７日に休館します。
）

せ

場 健康センター

絵本の読み聞かせなど。遊びに来てね♪

お知らせ（図書館の利用について）

ら
お知

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」

乳幼児対象

企画展「コンパニオン・アニマル」
「コンパニオン・アニマル」をご存知ですか？
愛玩動物としての「ペット」を、心通じ合う友人や家
族などと同様に位置づける言葉です。動物たちとの関わ
り方に関する本を紹介します。
【期間】５月12日（火）まで
【場所】図書館内企画展示コーナー

図書館にノートパソコンなどを持ち込めるようになりました

図書館では、4月1日
（水）から、館内へのノートパソコンと飲み物の持ち込みができるよ
うになりました。持ち込まれる方は、以下の注意点を守っていただくようお願いいたします。
【パソコンの利用について】
・閲覧席でご利用ください（雑誌・新聞コーナーでの利用はできません）。
・電源供給はおこなっておりません。
・起動や再生など、音は出さないようにしてください。
・キーボードのタイピング音や操作音などにご配慮ください。
・プリンターやスキャナーの使用はできません。
・盗難や破損の責任は負うことができません。ご自身の責任で管理し
てください。
・混雑時には、席の譲り合いにご協力ください。
【飲み物の持ち込みについて】
・閲覧席でご利用ください（雑誌・新聞コーナーでの利用はできません）。
・ペットボトルや水筒など、フタやキャップ付きの飲み物に限ります。
・誤って、飲み物で図書館資料を汚損、水濡れしてしまった場合は、
図書館の職員に必ず申し出てください。資料の状態によっては、弁
済していただくことがあります。
・飲酒はできません。

問い合わせ
図書館
（692 5959）
QRコードでホームページへアクセス！
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生涯学習・歴史文化・スポーツのページ

受け継がれる伝統 /2020 オリ・パラ / 各種スポーツ大会予定
シリーズ紹介

「受け継がれる雫石町の民俗芸能」−第１回−

やまつみ

山祇神楽

雫石町は、民俗芸能の宝庫と言われ、数多くの民俗芸能が町民の心の拠りどころとして大切にされ、受け継
がれてきました。このコーナーでは現在伝承されている演目及び町無形民俗文化財に指定されている演目につ
いて紹介します。
やまつみ

山祇神楽〈町指定無形民俗文化財〉山祇神楽保存会
「神楽」という言葉は、天上の神々が降りた際に身を宿らせる
ところという意味の「神座」（カムクラまたはカンザ）が語源と
も言われています。
山祇神楽は、繋の正福院（現在の盛岡市繋にある大宮神社）
の山伏が、寛文年間（1661〜1672）に大村地区の若者たちに教
え踊らせたのが始まりといわれています。350年という長い伝承
の歴史の中、地区の方々に支えられ今に至っています。

演目「浮橋」

東京2020オリンピック・パラリンピックを盛り上げよう！ ver. １
1964年東京オリンピックから半世紀以上を経て、待望の日本開催となった東京オリンピック！
2021年７月23日に開催が延期されましたが、この１年をかけて、よりオリンピックに詳しくなるため、オリン
ピックに関連する情報を発信していきます。
初回は、聖火リレーについて紹介します。
◎聖火リレーとは？
聖火は、
「平和・団結・友愛」というオリンピックの理想を象徴しています。聖火リレー
をすることで、開催国全体にオリンピックを広め、関心や期待を誘う役割があります。
また、聖火リレーを通して地域の魅力を世界中に発信し、国内外からの来訪者を促した
り、その土地を好きになってもらいながら、開催地をもっと盛り上げていくという狙いも
あります。
◎聖火は、太陽の火！
聖火は、古代オリンピックのかつての開催地であるギリシャのペロポネソス半島オリン
ピアにあるヘラの神殿跡地にて採火されます。
まつ
採火は、男子禁制の儀式であり、炉の女神ヘスティアを祀る巫女たちを演じる女優らが、
凹面鏡で一点に集めた太陽光に聖火トーチをかざして火を灯します。
雫石町は６月17日
（水）
に聖火リレーを予定していましたが延期となりました。今後の聖火
リレーやイベントなどの日程は決まり次第お知らせします。

案 内

町内で行われる各種スポーツ大会
日

程

２日
（土）
３日
（日・祝）
３日（日・祝）〜４日（月・祝）
５月
４日（月・祝）〜５日（火・祝）
５日
（火・祝）
６日
（水・振休）

大会名
第33回岩手県高等学校春季アーチェリー競技大会
令和２年度雫石町早起き野球開幕戦
第７回雫石町民バドミントン「田口カップ」
全日本学童 ･ 全国スポーツ少年団軟式野球岩手南地区予選
日本リトルシニア東北連盟第43回春季東北大会
第11回滝沢雫石中学校東北交流野球大会

場

所

町営陸上競技場
町営野球場 ･ 鴬宿運動場
町営体育館
鴬宿運動場
町営野球場
町営野球場 ･ 鴬宿運動場

※上記日程は、３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。
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教育行政・学校のページ

定例会レポート / 社会科副読本改訂 / 新型コロナ / 小中学校着任教職員紹介

教育委員会定例会レポート（３月）
― 教育委員会議で、以下の内容などが話し合われました―
• 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
• 教育長職務代理者の指名について
＊次回の教育委員会議は、４月22日
（水）10：00〜、雫石町役場201号会議室で開催します。
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）

報 告 社会科副読本を改訂しました
児童の郷土理解を深める教材として、毎年小学３年生に配布している社会
科副読本「わたしたちの雫石」を改訂しました。
今回の改訂では、本町の特色である町立小中学校の自校式給食や給食費の
1/2助成などを盛り込み、内容の充実を図りました。
改訂された副読本は、令和２年度から活用されます。
改訂

社会科副読本

お 知 ら せ 小中学校における新型コロナウイルス感染症の対策
町教育委員会では、文部科学省が作成した「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」に
基づき、以下の感染症対策を行っています。ご家庭においても、登校前のお子様の体調確認をお願いいたします。
①基本的な感染症対策の実施
〔感染源を絶つ〕
…風邪症状がみられる児童生徒や教職員の自宅休養の徹底
〔感染経路を絶つ〕
密閉
…手洗いや咳エチケットなどの徹底
〔抵抗力を高める〕
…十分な睡眠やバランスのとれた食事の指導
密集
密接
②集団感染リスクへの対応
・
「換気の悪い密閉空間」「多くの人が密集する」「近距離での会
話や発声」の３つの条件が重なる場を、徹底的に避けるように
します。
集団感染

可能性 高

３

密

紹 介 令和２年度 町内小中学校に転勤・新採用になった先生方です
４月１日
（水）
に、下記の先生方が着任されました。雫石町の子どもたちのため、町の教育行政推進のために
尽力いただきます。どうぞよろしくお願いします。（【学校名】職名：氏名の順に掲載。敬称略）
【雫石小】
【御所小】
校長：阿部あずさ／教諭：犹守美樹／主査：細川美香 校長：松本洋介／副校長：藤島洋介／教諭：中澤宏保
教諭：篠村知子／教諭：伊藤三枝／養護教諭：河野知子
【七ツ森小】
校長：舞田一穂／副校長：似内 仁／教諭：髙橋泰子 【雫石中学校】
校長：藤澤 崇／教諭：金子愛妃／教諭：菊池陽介
養護教諭：中村姫莉
（新）
／主任行政専門員：佐々木幸子
【西山小】
教諭：遠藤悦子／教諭（再）：中田隆一
校長：菊池春夫／教諭：千葉惠子／講師：岩崎 栄
栄養教諭：由利綾香／講師：府金 穂
講師：佐藤亜紀子／養護助教諭：尾割美香子
講師：久保田深海／事務：松田千穂
【御明神小】
副校長：高橋雄賢
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シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 雫石保育園

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」

№177

みんなで楽しく町内探検！

園長

藤本

達也

設立67年の社会福祉法人雫石保育園は、永昌寺に隣接する園舎で０〜
６歳までのお子さまをお預かりしております。
『丈夫な体と心の成長。
そして、笑顔輝く子どもたち』へ、一歩一歩進んでいく子どもたちと向
き合い、日々過ごしております。
当園は、
町中にある保育園としての特色を活かし、近くの商店街で「町
中探検」という活動を行っています。子どもたちにとって、とても楽し
みな活動で、さまざまな商店を見学したり、お買い物をしてみたりと楽
しんでいます。
雫石駅や雫石川もお散歩コースの一つとなっています。電車を見たり、

商店街でお買い物

河川敷を歩いてみたり、四季折々の風景を楽しんでいます。

雫石川園地でかけっこ

みんなでこまちにバイバイ

子どもたちの力作を紹介します

しずくいしギャラリー

−先生（◆）からのコメント−

一番の思い出に残ったことは？卒園する皆さんが一年を振り返り、絵を描いてくれました。

作品『楽しかった園生活』

◆お友だちと過ごした毎日がとて
も楽しかったようです。外遊び、
クリスマス会、雪遊び…。何をす
るにも笑顔があふれていました。
いつも一緒でお友だちが大好きな
子どもたちです。
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作品『運動会』

作品『ひなまつり会（お遊戯会）』

◆運動会の絵を描きました。バルー
ンを使ってお遊戯したことが一番
楽しかった子どもたちです。徒競
走、綱引き…思い出に残る運動会
になりましたね。

◆保育園の大きな行事の一つ「ひ
なまつり会」の絵を描きました。
劇やパプリカの曲に合わせて踊っ
たところを表現しました。みんな
で踊ることができて楽しかったで
すね。
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心豊かに暮らせるまちへ…

お知らせ掲示板

せ

募 集

お知ら

ト

イベン

雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式

第36回岩手山ろくファミリーマラソン
開催中止のお知らせ
５月10日（日）に開催を予定していた第36回岩手山ろくファミ
リーマラソンは、新型コロナウイルス感染症拡大防止などの観
点から、中止することとなりました。
問合せ 町体育協会（692‑1644）

屋外体育施設ご利用開始予定日のお知らせ
〇陸上競技場・芝生部分…５月１日（金）
※現在トラック部分のみ利用を開始しています。
〇グラウンドゴルフコース、西山運動場…４月11日（土）
〇鴬宿運動場…４月18日（土）
〇野球場テニスコート
…４月25日（土）
〇御明神運動場・芝生グラウンド
…５月２日（土）
問合せ 町営体育館（692‑5030）

子どもたちの健やかな成長を願い、「雫石川に鯉のぼりを泳
がせよう掲揚式」を開催します。今年は、七ツ森小学校１〜２
年生が掲揚のお手伝いやヤマメの稚魚の放流を行う予定です。
日 時 ４月27日（月）10：30〜
場 所 雫石川園地（雫石駅南口より南方約500ｍ付近）
その他 掲揚式の開催に併せ、ご家庭で使わなくなった鯉の
ぼりの寄贈を受け付けています。
受付・問合せ 生涯学習スポーツ課（692‑4181）

令和２年度学校開放事業団体登録に係る
申請手続きについて

公民館使用料の一部改正について
令和２年６月１日より、中央公民館および地区公民館（雫石
公民館・西山公民館・御明神公民館・御所公民館）の使用料が
改正となります。詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。
問合せ 中央公民館…生涯学習スポーツ課（692‑4181）
地区公民館…地域づくり推進課（601‑5419）

学校開放事業により学校施設の使用を希望する場合、以下の
とおり申請手続きをお願いいたします。
開放期間 令和２年４月１日〜令和３年３月31日 ※学校行
事等により使用できない場合があります。
開放施設・利用方法
（１）町内の小・中学校、旧南畑小学校
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
（旧南畑小学校は生涯学習スポーツ課に提出）
（２）町内の旧小学校（大村・上長山・西根・橋場）
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）に提出
（例）西根小学校を使用したい場合→西山公民館
その他 申請書などについては町ホームページからダウン
ロードしていただくか、下記までお問合せください。
問合せ 生涯学習スポーツ課（692‑4181）

社会教育施設（公民館など）・社会体育施設
（体育館など）ご利用の皆さまへ
施設をご利用の際は、新型コロナウィルス感染症防止のため、「換気する」「密集しない」「近距離での会話や発声は行わない」こ
とに留意しましょう。
なお、熱や咳のある方、体調がすぐれない方のご利用はご遠慮ください。

歴史民俗資料館・遊びのファンクラブ
昔ながらの手仕事を体験してみましょう。毎年大好評の講座です。
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6日（土） 5人

1,000円

5月24日
（日）にクルミの木をとり、樹皮を剥ぎます。初回
6月6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4日（土） 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1日（土） 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柿渋染め

9月5日（土） 10人

1,500円

地場産の豆柿を使って気ままに染める…あなただけの特
別な一枚。

時
申

間
込

各回とも10：00〜15：00（昼食はご持参ください）
４月24日（金）以降の９：00〜16：00に雫石町歴史民俗資料館へ（692‑3942/担当：奥村・山崎/木曜日は休館）
※①の講座のみ、５月15日（金）９：00〜受付開始となります。※電話でのみ受付をします。

広報●教育しずくいし●2020●4●No.181●

9

た！
きまし
て
い
聞
シリーズ対談・編集担当

「M」の小部屋

〈通算第61回〉 Ｍ編第12回

全国高校スキー大会と全国高校選抜スキー大会
クロスカントリー競技でそれぞれ2種目の入賞！
岩手県立盛岡南高等学校

3年

上川原

遥さん

今回は、２月３日
（月）
〜７日
（金）に開催された全国高校スキー大会で４位（女子５km フリー）と７位（女子５
km クラシカル）に入賞し、２月25日（火）〜27日（木）に開催された全国高校選抜スキー大会では４位（女子５
km フリー）と10位（女子５km クラシカル）に入賞された上川原遥さんにお話を伺いました！
（Ｍ）クロスカントリースキーを始めたきっかけを教
えてください。
（上川原さん：以下（上）
） 小学１年生の時に、あま
り運動が得意でない私に家族が勧めてくれてスポーツ
少年団に入ったのがきっかけです。出場した大会で入
賞したり、色々な景品をもらえたり、大会で町外の色
んな場所へ行ったりと、楽しく続けられました。
（Ｍ）高校時代では、どんな目標がありましたか？
（上）１番の目標は国体に出場することで、今年の目
標は、インターハイで30位以内に入ることでした。国
体には、今年やっと出場できました（富山国体：少年
女子５ km クラシカル９位、女子リレー６位）。イン
ターハイでも今までで最高の４位に入賞することがで
き、本当に驚いています。監督の先生や練習仲間の支
えのおかげで、諦めずに３年間頑張れたのが大きいと
思います。部活では３年間ずっと走り込みをしていま
したね。あとは、男女一緒に練習する中で、楽しく仲
良く過ごせたことも思い出です。

とやま国体での上川原さん

（Ｍ）今回の２つの大会の感想を聞かせてください。
（上）大きい大会だったので、どれくらい滑れるかな
という思いがありました。緊張しましたが、やるしか
ないという気持ちでした。東北大会で惜しくも敗れた

１位の選手に勝てたので驚きました。楽しんで滑って
こいという監督の言葉に助けられ、安心して、楽しみ
ながらも黙々と滑ることができました。
（Ｍ）クロスカントリー競技の魅力は？
（上）吹雪や寒さなど、天候によっては厳しい競技で
すが、日ごろの頑張りをスキーを通して発揮できると
ころにやりがいを感じます。あとは、クロスカントリー
競技をすると、アルペンや他のスポーツも上達すると
思いました。

吹雪の中を疾走する上川原さん
（全国高校スキー大会）

（Ｍ）これからの目標を教えてください。
（上）大学でもスキーの強豪校へ進学して競技を続け
るので、インカレで上位の成績を残したいです。種目
の距離も長くなるので、また走り込みを頑張りたいで
す。
（Ｍ）読者の皆さんへメッセージをお願いします。
（上）スキー人口が減っているので、できればクロス
カントリーやアルペンなどスキーに触れてみてほしい
なと思います。町内では、クロスカントリーのコース
がケッパレランドがあるので是非滑ってみてほしいで
す。スキー人口が増えて、たくさんの人と一緒に滑る
ことができたら楽しいなと思います。

あとがき
２年ぶりにあとがきを書いています。なぜかというと…この度、
約７年間担当した「教育しずくいし」から卒業することになりま
した。初代小部屋の主として、たくさんの方にインタビューして、
刺激を受けたことがいい思い出です。関わってくださった皆さん、
読者の皆さん、本当にありがとうございました！（N）

３月の最後の日曜日、スキー場近くの雪の上に、アヒルのよう
なニワトリのような足跡がありました。冬の終わりと共に活動エ
リアを広げたヤマドリとのことです。来月号からは新たなメン
バーを迎えて、また一年「教育しずくいし」を編集していきます。
皆さまどうぞよろしくお願いいたします！（Ｍ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2020（令和２）年４月号 （４月９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：https：//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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