
 

 

平平平平成成成成 26262626 年年年年９９９９月月月月 22229999 日開催日開催日開催日開催    

 

 

 

 

石狩市教育委員会会議（石狩市教育委員会会議（石狩市教育委員会会議（石狩市教育委員会会議（９９９９月月月月定例会）定例会）定例会）定例会）資料資料資料資料    

    

    

＜議案＞ 

・・・・平成２６年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市町村別平成２６年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市町村別平成２６年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市町村別平成２６年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市町村別    

結果の掲載に係る同意について結果の掲載に係る同意について結果の掲載に係る同意について結果の掲載に係る同意について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１Ｐ１Ｐ１Ｐ１～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ22222222    

・・・・石狩市民図書館ビジョンの改訂について・・・・・・・・・・・・・・・別冊石狩市民図書館ビジョンの改訂について・・・・・・・・・・・・・・・別冊石狩市民図書館ビジョンの改訂について・・・・・・・・・・・・・・・別冊石狩市民図書館ビジョンの改訂について・・・・・・・・・・・・・・・別冊    

・・・・第Ⅲ期第Ⅲ期第Ⅲ期第Ⅲ期石狩市子どもの読書活動推進計画の策定について・・・・・・・・別冊石狩市子どもの読書活動推進計画の策定について・・・・・・・・別冊石狩市子どもの読書活動推進計画の策定について・・・・・・・・別冊石狩市子どもの読書活動推進計画の策定について・・・・・・・・別冊    

 

 

＜協議事項＞ 

・・・・教育委員会の点検・評価（平教育委員会の点検・評価（平教育委員会の点検・評価（平教育委員会の点検・評価（平成成成成 25252525 年度分）につ年度分）につ年度分）につ年度分）について（継続協議）・・・・別冊いて（継続協議）・・・・別冊いて（継続協議）・・・・別冊いて（継続協議）・・・・別冊    

・・・・石狩市教育プランについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊石狩市教育プランについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊石狩市教育プランについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊石狩市教育プランについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊    

 

 

＜報告事項＞ 

・・・・第第第第 59595959 回（平成回（平成回（平成回（平成 26262626 年度）年度）年度）年度）    石狩市民文化祭の開催について石狩市民文化祭の開催について石狩市民文化祭の開催について石狩市民文化祭の開催について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ＰＰＰＰ22223333    

・・・・平成平成平成平成 26262626 年度「俳句のまち～いしかり～」年度「俳句のまち～いしかり～」年度「俳句のまち～いしかり～」年度「俳句のまち～いしかり～」俳句コンテスト実施結果について俳句コンテスト実施結果について俳句コンテスト実施結果について俳句コンテスト実施結果について    

・・・・・・・・・・・・    ＰＰＰＰ24242424～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ25252525    

・・・・情操教育プログラム“情操教育プログラム“情操教育プログラム“情操教育プログラム“    能楽教室能楽教室能楽教室能楽教室    ”の開催について”の開催について”の開催について”の開催について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ＰＰＰＰ22226666    

・・・・第第第第 15151515 回石狩市民図書館まつりの開催について回石狩市民図書館まつりの開催について回石狩市民図書館まつりの開催について回石狩市民図書館まつりの開催について・・・・・・・・・・・・Ｐ・・・・・・・・・・・・Ｐ・・・・・・・・・・・・Ｐ・・・・・・・・・・・・Ｐ27272727    

    

    

    

    

    

    

石石石石    狩狩狩狩    市市市市    教教教教    育育育育    委委委委    員員員員    会会会会    
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第第第第５５５５９９９９回（回（回（回（平成平成平成平成２２２２６６６６年度年度年度年度））））    石狩市民文化祭石狩市民文化祭石狩市民文化祭石狩市民文化祭のののの開催開催開催開催についてについてについてについて    

１ 主催  石狩市、石狩市教育委員会、ＮＰＯ法人 石狩市文化協会 

２ 主管  石狩市民文化祭実行委員会 

３ 概要  テーマ：「なごみ」 

 

（1）市民発表部門（旧石狩会場） 

【展示】日時：10月17日（金）～19日（日） 10：00～17：00（※19日は15：00まで） 

   場所：花川南コミュニティセンター 

   内容：絵画・写真、書道、文芸、陶芸、手工芸、生け花などの作品展示、体験コーナー、実演・実食コー 

ナー（お茶席、手打ちそば）                   【45団体（個人）参加予定】 

 

【舞台】日時：10月18日（土）11：00～15：30、 19日（日）11：00～15：00 

   場所：花川北コミュニティセンター 

   内容：日本舞踊、伝承芸能、洋舞洋楽、お楽しみ抽選会（両日演目終了後） 【28団体（個人）参加予定】 

 

（2）厚田会場（厚田生涯学習フェスティバル） 

日時：11月9日（日）9：30～  場所：厚田総合センター 

内容：【展示】厚田区小・中学生の作品展示（絵画・書道など）、サークル発表（手芸、絵画、書道など） 

【舞台】厚田区小学校音楽のつどい（合唱・器楽演奏など）、サークル発表（和太鼓、オカリナ、紙芝居

など）、アトラクション（石狩翔陽高等学校吹奏楽局） 

       

（3）浜益会場 

日時：11月 2日（日） 場所：浜益コミュニティセンター「きらり」 

内容：【展示】9：30～  写真、パッチワーク、草木染め、ステンドグラスなど 

              （浜益デイサービスセンター利用者の作品あり） 

【舞台】10：00～ 舞踊、カラオケ、浜益小劇場など 

「茶道愛好会」によるお茶席コーナー 

 

（4）クリスマスコンサート2014 ※協賛：石狩ライオンズクラブ 

日時：12月13日（土）13：00～15：30（予定）  場所：花川北コミュニティセンター 

出演予定団体：石狩エンジェル・クレア少年少女合唱団、南線小学校リコーダークラブ、 

          花川中学校、花川南中学校、花川北中学校、樽川中学校、石狩南高等学校吹奏楽部、 

石狩翔陽高等学校吹奏楽局  ※吹奏楽部の合同演奏も予定 

（5）共催事業  

【第27回いしかり菊花展】 

日時：11月1日（土）～3日（月・祝）9：30～17：00  場所：花川北コミュニティセンター 

内容：大菊・小菊の展示  ※入場無料 

 

（6）協賛事業  

【第17回オータムコンサート】 ※主催：石狩市音楽家・音楽団体協議会 

日時：10月4日（土）14：00～ 場所：花川北コミュニティセンター ※入場料500円（小学生以下無料） 

出演団体：石狩混声合唱団、いしかりエコー、アルバ・コラーレ、パストラル・クワイア、コール・ドルチェ 

＜報告事項１＞ 
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平成平成平成平成 26262626 年度「俳句のまち年度「俳句のまち年度「俳句のまち年度「俳句のまち～～～～いしかりいしかりいしかりいしかり～～～～」」」」    俳句コンテスト俳句コンテスト俳句コンテスト俳句コンテスト実施結果について実施結果について実施結果について実施結果について    

 

主 催     「俳句のまち～いしかり～」実行委員会 

 

 第１０回俳句コンテスト（一般の部）  

・応募数      270句、135名（市内60句、30名）  （前年度258句、129名） 

・兼 題      「玫瑰（はまなす）」及び自由題 

・選 者      小西 龍馬 氏（北海道俳句協会顧問）、横山 いさを 氏（樅

もみ

俳句会代表） 

 

 

天位（最優秀賞）天位（最優秀賞）天位（最優秀賞）天位（最優秀賞）    玫瑰やひねもす風の鎮魂歌 藤林 正則 （札幌市）  

 

 地位        はまなすのイランカラプテ日本海 柳瀬 宗央 （帯広市） 

 はまなすや空襲ありし日の砂丘 猪俣 総恵 （札幌市） 

 灯台の昼は華燭の実玫瑰 横村 楓葉 （余市町） 

 はまなすや足腰強き岬の子 星  徳男 （札幌市） 

 流木が語り部となる夏の海 有田 茉莉 （雨竜町） 

 

人位 終戦日鍬もて捧げ銃したり 石井 国夫 （岩見沢市） 

 玫瑰や潮風のせて在来線 伊藤 貞子 （広尾町） 

 玫瑰や新造船の餅をまく 坂東 敏和 （根室市） 

 さざ波はやさしき音よ実はまなす 村上 千代 （小樽市） 

 ハマナスの黙解きほぐす日の匂 氣田 和子 （札幌市） 

 積丹の海へはまなす発光す 矢野 知子 （洞爺湖町） 

 車椅子押してはまなす見にゆかむ 植木 郁子 （石狩市） 

 玫瑰の教卓飾る一枝かな 日下 久夫 （石狩市） 

 はまなすの香り残して海昏るる 大場 ちさ （小樽市） 

 いしかりの浜の光陰実玫瑰 大場 禜朗 （千歳市） 

 そのむかし石狩渡船場行々子 川﨑 京子 （札幌市） 

 仲良しへ玫瑰ゆれる通学路 遠山 キヨ （石狩市） 

 人住まぬ家に玫瑰咲にけり 赤繁 忠弘 （石狩市） 

 玫瑰や沖に夢継ぐ父子船 石坂 寿鳳 （蘭越町） 

 捨舟に這ふはまなすの返り花 加藤 弘美 （札幌市） 

 

※上記のほか、佳作20点を選出。 

 

 

 

＜報告事項２＞ 
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 第９回こども俳句コンテスト  

 

・対象者       市内小・中学生  

・応募者（作品）数  2,485句（13小学校1,634名、8中学校851名） 

※前年度 2,162句（13小学校1,511名、8中学校651名） 

 ・兼題 自由題 ※1人1句のみ 

 ・選者 小泉 千孝 氏（石の花俳句会）、 樋口 博 氏（石狩文芸同好会）、 

     五十嵐 満行 氏（石狩憩吟社）、 笠原 泰江 氏（石の花俳句会） 

 

【入賞作品】 

①小学生・優秀賞（10点） 

 

うんどう会パパが見ていてほめていた  加藤 大雅 （花川小2年） 

ドンドンドンみんなで踊る盆踊り  阿部 ここの （花川小6年） 

かくれんぼ落ち葉ふむ音みいつけた  上木 彩那 （花川小6年） 

さくらのねつぼみのさきがピンクいろ  沼田 花音 （南線小4年） 

きりだけど楽しい思い出つまってる  四家井 捺美 （南線小5年） 

えんがわでしあわせきぶんさくらもち  小畠 奈桜 （花川南小4年） 

徒競走風をおいぬきゴールする  秋山 葵 （紅南小4年） 

湖は夏の鏡をつくってる  笹島 元気 （紅南小4年） 

はるのひにサケのこどもがたびにでる  森 達也 （緑苑台小4年） 

外遊びみんなに負けない草ずもう  鈴木 昌也 （聚富小4年） 

 

※上記のほか、佳作20点、努力賞4点を選出。 

 

②中学生・優秀賞（10点） 

 

春の風次吹くころは高校生 金野 悠治 （石狩中3年） 

体育祭終ってみんな黒い顔 山中 俊樹 （石狩中3年） 

かぶと虫大きなつので大相撲 田中 歩 （花川中1年） 

土おこし大きくなれと種を蒔く  横川 仰一朗 （花川中2年） 

陽だまりにあくび止まらぬ子猫かな  澤田 千尋 （花川中2年） 

さわやかな波がきらめく夏の海  富田 星来 （花川中2年） 

宿題に追われて終わる夏休み  小松田 真菜 （花川中2年） 

祖母からの包みの中に雛あられ  髙須賀 美桜 （花川北中2年） 

赤とんぼ大きなひとみどこ見てる  對馬 優希 （花川北中2年） 

たくさんの命めばえて山笑う  宮川 奈知 （花川北中2年） 

 

※上記のほか、佳作20点を選出。 
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【平成２６年度試行事業】 

 情操教育プログラム“ 能楽教室 ” 開催要項 

 

１．目 的   今から 650 年以上もの昔日本で生まれた「能楽」を体験することにより、

中学生が日本の伝統芸能に対し興味・関心を深める機会とする。また、本物

の能楽に触れることにより、豊かな情操を育むことを目的とする。 

２．主 催      石狩市教育委員会 （主管：生涯学習部社会教育課） 

３．日 時   平成２６年１０月２４日（金） 13 時 10 分～14時 50 分 

４．会 場   石狩市立石狩中学校体育館（石狩市志美 293-31） 

５．対 象   石狩中学校全学年（100 名） 

６．講 師   ・能楽師 柴田 稔（しばた みのる）氏 観世流シテ方、1957 年生まれ 

大学卒業後、故八世観世銕之亟（人間国宝）及び故観世榮夫に師事 

銕仙会所属、青葉乃会主催、重要無形文化財総合認定保持者 

  ・能楽師 鵜澤 光（うざわ ひかる）氏 

７．内 容 

 (1) 講義（「能の歴史」柴田 稔氏） 

(2) 体験 ・装束を着る（生徒代表者 1人） 

・謡（うたい）の体験・・・「羽衣（キリ）」を謡います。 

       ・仕舞（しまい）の体験・・・「羽衣（キリ）」を舞います。 

  謡（うたい）：能のせりふや語りの部分、またはそれを謡うこと。 

仕舞（しまい）：能の一部分を舞うこと。 

８．その他   市内在住の能面打ち・小金淳治氏の制作した能面を展示します。 

 

○タイムスケジュール 【平成 26年 10 月 24 日（金）】 

時 間 13:10～13:50 13:50～13:55 13:55～14:50 

内 容 講 義 休 憩 体 験 （装束・謡・仕舞） 

 

＜報告事項３＞ 



第第第第 15151515 回（平成回（平成回（平成回（平成 26262626 年度）石狩市民年度）石狩市民年度）石狩市民年度）石狩市民図書館まつり図書館まつり図書館まつり図書館まつりの開催についての開催についての開催についての開催について    
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（１）趣  旨  図書館ボランティアや関係団体との協働により、秋の読書週間に合わせて読書活動

の推進を図る。 

（２）テ ー マ  花・虫花・虫花・虫花・虫（サブタイトル「～花と虫のファンタジー～」） 

（３）主  催  石狩市民図書館（企画・運営：図書館まつり運営委員会） 

共  催  独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立大雪青少年交流の家 

（４）開催期日  平成 26 年 10 月 25 日（土）～ 10 月 26 日（日） 10 時から 17 時まで 

（５）開催場所  石狩市民図書館（本館） 

（６）主な内容  ■ 10 月 25 日（土） 

・調べる学習コンクール ～表彰式～ 

・人形劇公演（人形劇団えりっこ） 

・マジックショー（北大奇術研究会） 

・東日本大震災チャリティコンサート（土田 英順氏 チェロコンサート） 

・１日図書館長（花川小学校児童を予定） 

・折り紙体験（三浦 ゆかり氏） 

・おはなし会（① 石狩市文庫連絡会、② 子っ子の会） ほか 

■ 10 月 26 日（日） 

・絵本パフォーマンス（絵本パフォーマー岸田 典大氏） 

・上映会「おじゃる丸 満月ロード危機一髪」（企画・運営：フロアボランティア） 

・大型紙芝居（とんからりん） 

・マジックショー（塚田 崇氏） 

・沖縄民謡三線演奏（がじゅまる） ※沖縄絵本の読み聞かせによる導入を予定 

・本の修理実演（修理ボランティア） 

・おはなし会（① 石狩翔陽高校演劇部、② ＡＬＴ、③ びっくりばこ） ほか 

■両日開催 

・むかしあそび（伝承あそびボランティアおてだま） 

・布の絵本とおもちゃであそぼう！（ボランティアサークル布の絵本にじ） 

・電子書籍体験コーナー 

         ・乳幼児休憩室（ブックスタートボランティア） 

         ・展示 ① 松前藩時代の問屋株について ～村山家文書から捉える～ 

 ② 調べる学習コンクール入賞作品、③ 蝶の標本（佐渡 谷保氏） 

・本の特集「花と虫のファンタジー」（閲覧室内特集コーナー） 

         ・軽食コーナー（食生活改善推進協議会） 

・バルーンアート（吉田 由紀恵氏） 

＜報告事項４＞ 


