
　長内中学校１年生が、総合学習の一環で山根地区
の文化継承について授業を受け、地域について学び
ました。
　９月 10 日に山根市民センターの地域おこし協力
隊 田端涼輔さんを講師に迎え「久慈市の魅力、協
力隊として働くこと・生き方」について講演いただ
きました。田端さんは「便利なものが増えすぎると
考えることはなくなる」「よく久慈市には何もない
と言う人がいるが、何もないことは悪いことじゃな
い。都会のような大型施設があればよいなと思うか
もしれないけれど、それが本当に必要なものなのか
考えて」とメッセージを送っていました。講演後、
長内地区と山根地区について学び、生徒たちは久慈
市の良いところや山根地区の文化について意見を述
べていました。山根地区の人口減少を目の当たりに
し、文化継承の大切さについて学び、それを子ども
たちが担っていけるように学校と地域で協力して文
化を守っていってほしいと思います。

文化継承の大切さを学ぶ

　9 月 26 日は、山根の伝統芸能・細
ほ そ の

野念
ねんぶつけんばい

仏剣舞保
存会事務局の小上好文さんと障子上裕也さんを講師
に招き、長内中学校の 1 年生が伝統文化の継承に
ついての授業を受けました。
　細野念仏剣舞の歴史について、小上さんから語っ
ていただきました。「言い伝えでは、200 から 250
年ほど前、天明の大飢

き き ん

饉の時に諸国をめぐっていた
僧が踊りを教えたといわれています。昔はお盆に家
の庭先にかがり火をたき、剣舞と盆踊りを代わる代
わる一晩中踊り、お盆の前後 10 日間にわたって各
家を周り、隣の集落まで行って踊ったそうです。男
性の踊りのため、戦時中は徴兵で伝統が途絶え、そ
の後高度成長期の出稼ぎで途絶えました。昭和 40
年代に市教育委員会の当時の教育長が復活を希望
し、よみがえりましたが、昔は 13 種類ほどあった
踊りが、今では『太

た ち

刀』『扇
おうぎまい

舞』『八
や つ ば ら い

祓い』などしか
伝わっていない。高齢化や人口減少で継承者は 10
人程度となってしまっています」。
　数少ない若手の踊り手の障子上さんは「長内中で
は山根中との合併後の約 6 年前から、伝統継承の
取り組みを続けています。少しでも興味を持って、
踊りを学んでほしい」と話していました。
　長内中学校ではこれからも学校全体で踊りを学
び、久慈秋まつりや学校文化祭での剣舞の披露を目
指しながら、細野念仏剣舞の伝統継承の取り組みを
続けるということです。
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市の魅力について話す田端さん

剣舞の歴史について語る小上さん（右）と障子上さん

剣舞の衣装を展示



■「学校支援地域本部事業」の活動紹介
～各学校に配置されているコーディネーターが、学校を支援する地域の人と学校をつなげる役割をしています～

▶日時…11月23日㈯９時20分～12時
▶会場…アンバーホール小ホール
▶内容…活動発表・講演
【活動発表】
　・三崎地区教育振興連絡協議会
　・吉里吉里地区教育振興運動推進協議会（大槌町）

■令和元年度久慈市教育振興運動実践交流大会
教室を行っています。参加者した児童は、慣れな
いダンスに初めは戸惑いながらも「スポンジボ
ブ」や「リーボック」など聞き覚えのある名前の
ステップを教えてもらうにつれ、徐々に笑顔があ
ふれ、楽し気に教室に参加していました。教室の
最後には成果発表会を行い、試行錯誤しながらも
習得したステップを存分に発揮。児童たちは「難
しい～！」と話しながらも、最後には「楽しかっ
た！！」と満足そうに教室を後にしていました。

　体操の先生から、子どもの心と体の成長を促す
運動について学びましょう。
▶日時・対象…11月17日㈰
　❶10時～11時30分・３歳～未就学児と保護者
　❷13時～14時30分・小学１年～３年生と保護者
▶会場…長内市民センター（サンエール）
▶持ち物…動きやすい服装、上履き、タオル、飲み物
問生涯学習課　☎ 52-2156
問子育て支援センター　☎ 52-3210　

③

　９月３日に久慈小学校５年生が、久慈川の水生
生物調査を行いました。この授業は、毎年くじ・
川の会が見守りを行い実施しているもので、今年
は PTA の協力も受け、川の環境を調べました。
　前日の２日には、くじ・川の会の会員が講師と
なって「久慈川の今と昔」についての授業を行い、
当日、実際に水生生物を観察して、現在の自然環
境について学びました。
　子どもたちは生き生きとした表情で川に入り、
石の裏を見たり、網を使ったりして川の生物を発
見。川の虫やカニ、魚をじっくりと観察したり、
触って感触を確かめたりしていました。最後に生
物の名前や数を調べ、きれいな川に住む生物がど
れくらいいるかなどを学び、くじ・川の会の会員
から講評をいただきました。子どもたちにとって、
身近な環境について考えていくきっかけとなる授
業になったのではないかと感じました。

久慈川の自然環境を調査

捕まえた生物を観察している様子

「久慈川で遊びたい人！」「はーい！」

▶日時…令和２年１月12日㈰14時～（受付：13時～）
▶会場…アンバーホール
▶�対象…平成11年４月２日～平成12年４月１日に

出生された人
▶�その他…令和元年 11 月１日現在で久慈市に住

民登録されている人には、11 月下旬までに案
内状（はがき）を送付します。市外に住民登録を
されている人で、参加を希望される人は 12 月
13 日（金）までに生涯学習課にご連絡ください。

■久慈市成人式
令和元年度

②

兼地域活性化推進事業・放課後子ども教室活動者等研修会
「明るく、かしこく、たくましい子どもを育てよう！」をテーマに、交流大会を開催します。

■親子ふれあい体操教室

　普段交流する機会の少ない他校児童との交流を
通して、楽しい冬休みの思い出を作りませんか。
▶日時…令和２年１月８日㈬～10日㈮13時～15時
▶会場…市民体育館
▶��内容…ニュースポーツなど、日替わりでさまざま

なスポーツを行います
問市民体育館　☎ 61-3353

■冬休み！小学生スポーツ教室

一関修紅高等学校 保健体育科 保健相談課主任
　　　　　　　　 特別支援教育コーディネーター
各種体操教室講師（スポーツクラブ、親子団体など）

講師紹介　清田博美先生

キンボールで遊ぶ子どもたち

ダンスに挑戦する子どもたち

ダンスを教える立花先生

　9 月 25 日、久慈小学校で「子どもの心、子育て、
親子の関わりに関すること」と題し、「家庭教育
セミナー」が行われ、保護者 29 人が参加しました。
　講師は大川目小児童を対象とした「みどりの子
ども会」をはじめ、多くのボランティアサークル
などの代表を務める髙谷淳子さん。講演では「子
どもたちは、いろいろな悩みを相談してくれるの
で、私は何もできないけれど、寄り添って涙を流

子どもの心、子育て、親子の関わりについて

して聞いています。寄り添える人がいるって大切
だと思う。どの子も愛情をかけて育てると良い子
になる。勉強以外のところでも、子どもの良さを
発見してほしい」「たくさんの人がいる中で育つ
とみんな良い子になる。人と付き合わない親が多
い世の中だけれど、子どもが将来助けてもらえる
ように色んな人に会ってほしい」などたくさんの
メッセージが保護者に向けて贈られました。

　８月７日から９日までの３日間「夏休み！小学
生スポーツ教室」が開催され、約 80 人の小学生
が参加しました。本教室はさまざまなスポーツ体
験を通じ、他校児童との交流を目的として毎年開
催されているものです。
　本年度は初の試みとして、ＨＩＰＨＯＰダンス
教室を開催しました。講師の立花義之先生は、市
内外にて活躍しており、週に１回市内でもダンス

HIPHOPダンス教室開講成人式実行委員募集！
　成人式の企画や運営に携わります。周りに成人
される人はいませんか？　「やってみたら？」な
ど声掛けをお願いします！
▶対象者…成人式に出席する人
問生涯学習課　☎ 52-2156

【講演】
 「情報メディアとの上手な付き合い方～多様な体験活動の提供～」
　県立生涯学習推進センター  
                     社会教育主事      八重樫  誉子 氏
　県北青少年の家   研修班長　   吉田  智 氏
問生涯学習課　☎ 52-2156



④

長内町民郷土祭
▶日程…11月�９日㈯
　　　　　～10日㈰
▶会場…長内市民センター
▶内容…両日：作品展示
　　９日：交流部門
　10日：�食堂・舞台・餅ま

き・販売
問同センター�☎52-7400

大川目町郷土祭
▶日程…11月�９日㈯
　　　　　～10日㈰
▶会場…大川目市民センター
▶�内容…作品展示、青少
年意見発表、舞台発表、
出店販売、食堂、ライン
クライミングなど

問同センター�☎55-3250

山根町民文化祭
▶日程…11月�17日㈰　　　
▶会場…山根市民センター
▶�内容…作品展示、販売
（軍配もち、田楽ほか）、
舞台発表（若者の会演
劇ほか）、食堂、健康づ
くりハウスなど

問同センター�☎57-2055

宇部町民文化祭
▶日程…11月�９日㈯
　　　　　～10日㈰
▶会場…宇部市民センター
▶�内容…作品展示、販売
（地元産品、手工芸、食
堂ほか）、餅まき、アト
ラクションなど

問同センター�☎56-2706

小久慈町民文化祭
▶日程…10月�27日㈰
▶会場…小久慈市民センター
▶�内容…作品展示、販売
（地元産品、食堂）、演芸
発表、標語コンクール
表彰式、未来づくり事
業報告など

問同センター�☎59-3051

夏井町文化祭 山形地区総合文化祭
▶日程…10月26日㈯
　　　　　～27日㈰
▶会場…おらほーる
▶�内容…作品展示、販
売、民具づくり、舞台発
表（26 日：山形中学校、
27 日：町民芸能）など
問同センター�☎72-3711

侍浜町民文化祭
▶日程…11月�９日㈯
　　　　　～10日㈰
▶会場…侍浜市民センター
▶�内容…作品展示、販売
（地元産品、食堂）、舞台
発表、各種体験など

　同時開催：侍マルシェ
問同センター�☎58-2110

■令和元年度各地区市民センター郷土・文化祭

※各日程については予定であり、変更する場合があります。詳しくは各市民センターへ問い合わせください。

■久慈市民芸術文化祭

■出張絵本サロン
▶日時…10月20日㈰10時30分～12時
▶会場…中央市民センター大集会室
▶�内容…おはなし会（手遊び歌、エプロンシア
ター、大型絵本読み聞かせ、ミニシアター、わ
らべうた）、クイズラリー、おさかな釣り、顔
出しパネルなど
▶主催…3.11 絵本プロジェクトいわて
問市立図書館　☎ 53-4605

「絵本サロンプロジェクト」ってなーに？
　絵本があって、ほっとできる場所、それが「絵
本サロン」です。「被災地に絵本サロンの種をま
こう」を合言葉に、盛岡のボランティアたちが、
いろいろな企画を考え運営しています。

入場無料！
絵本がもら
えるよ！

【展示部門】
▶日時…11月１日㈮～３日㈰９時～17時（３日は16時まで）
▶�内容…市民による芸術・工芸・文芸各ジャンルの
作品をアンバーホール全館において展示します

【舞台部門】
▶日時・会場…11月２日㈯10時～・小ホール
▶内容…合唱、舞踊、演奏を発表します
【茶道部門】
▶日時・会場…11月２日㈯10時～・エントランスホール
▶�内容…児童・生徒によるお点前を披露します

【ユネスコバザー】
▶日時…11月３日㈰９時～・エントランスホール
▶内容…バザーの売り上げをユネスコに寄付します
問アンバーホール　☎ 52-2700

▶日程…11月�９日㈯
　　　　　～10日㈰
▶会場…夏井市民センター
▶�内容…
　両日：作品展示、販売�
��（野菜、屋台、食堂ほか）
　10日：芸能発表、工作
問同センター�☎53-2581
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