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この度の東日本大震災に

平成23年度教育施策方針

より被災された多くの皆様

に則り、学校教育と社会教

方に、心からお見舞い申し

育、生涯文化が一体となっ

上げます。今回の大震災を

た取り組みを実施してまい

通じて自然災害の恐ろしさ

ります。

を改めて思い知らされると

子 ど も た ち に は「 知・

ともに、助け合い、支えあ

徳・体」バランスのとれた

う等の「心を育てる」教育

教育をすることはもちろん
のこと、今までの雫石の伝統と文化を継承しながら、

の重要性を再確認した次第です。
さて、本町においては「第二次雫石町総合計画」が
策定され、本年度がその初年度に当たります。当教育
委員会としましては、①子ども達の生きる力を育む教

少しの味付けをしたいと思います。
学校では「まなびフェスト」をPDCAサイクルで
具体的に実行すること。

育の推進、②生涯学習、スポーツに親しめる環境づく

また、「雫石町教育振興運動」では、読書運動・あ

り、③歴史・文化を継承、発展させる取り組み等を基

いさつ運動・
「早寝、早起き、朝ご飯」に加えて「家

本施策として鋭意取り組むことといたしております。

に帰ったら、まず学習」を実践すること。

特にも、本年度は、小学校課程の学習指導要領が改訂

今こそ、学校・家庭・地域・行政が一体となって雫

され、授業時数の増加や外国語活動の導入が行われる

石の教育を継承し、改善努力することが大切であると

ことから、学校現場との連携をより一層深め円滑な定

考えます。

着を図って参りたいと考えております。さらに、子ど
も達の健やかな成長を願って取り組んできた教育振興

まさに「水滴りて、石をも穿つ」の精神で臨みましょ
う。

運動については、町教育振興運動推進協議会が中心と
なって、子ども、地域、家庭、学校、行政の５者が十
分話し合い実効ある活動になるよう努めることとして
おります。
本町では、従前から「町づくりは人づくり」を合言
葉に子ども達の育成に当たってきたところですが、引
き続き、この言葉を強く肝に銘じ、関係者一体となっ
て推進して参る所存でありますので、町民各位の温か
いご支援、ご協力を切にお願い申し上げます。
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この度の東日本大震災でお亡くなりになった皆さま、
ご遺族の皆さまに対しまして心からお悔やみを申し上げますとともに、
負傷・被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
家読標語コンクール

入選作品

はじめよう

家族みんなの

読書時間

（安本

遥香

橋場小６年）
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特集

〜平成23年度教育施策方針（要約）

社会情勢が不安定な状況の中で、町民一人ひとりが充実した生活を送り、地域社会を支える基盤となる「人づく
り」が重要な課題であり、それを担う教育の果たす役割はますます重要になっております。また、都市化、核家族
化や地域とのつながりの希薄化等により、家庭の教育力の低下が指摘されるなど、社会全体での家庭教育支援の必
要性が高まっております。
このことから、町行政と緊密な連携を図りながら、学校教育と社会教育が一体となった取り組みを通して、町民
の信頼と期待に応える教育行政を進めて参ります。

第１ 「学校教育の充実」
○確かな学力を育む環境づくりに取り組みます。

学校教育課・町内各小中学校
○効果的な教育環境づくりに取り組みます。

①教職員の授業力の向上

①学校評価の実施と開かれた学校づくりの推進

②家庭学習の工夫・充実

②学校等校種間連携の推進

③新学習指導要領の完全実施

③地域ぐるみの学校安全整備体制事業の推進

④キャリア教育の推進

④学校施設の整備
⑤学校の適正配置の検討

○豊かな心を育む環境づくりに
取り組みます。
①生徒指導体制の充実・強化
と相談体制の充実
②特別支援教育の推進
○健やかな体を育む教育の推進に努めます。
①運動能力の向上と体力づくりの推進
②学校給食を通じた食育の推進
③薬物乱用防止教育の推進

第２ 「社会教育の推進」

社会教育課・生涯文化課

○「いつでも、どこでも、だれでも」自主的に学習できる生涯学習の実現に努めます。
①総合的な生涯学習環境の整備充実
②教育振興運動の推進
（全町課題「読書」と「あいさつ運動」）
③子育てについての学習機会の充実
④青少年の健全育成、ジュニアリーダーズクラブ「スカイ」の活動支援
⑤静岡県富士市との少年交流事業の実施
⑥中央公民館、地区公民館の機能充実
⑦図書館の充実と読書活動の推進
⑧ホームページの充実、広報「教育しずくいし」による情報提供

第３ 「文化芸術の振興と文化財の保護・保存及び活用」

社会教育課・生涯文化課

○文化芸術は人々に生きる喜びを与え、潤いのある人生を送る上で大きな力となるものです。町民が主体的に芸術活
動に関わりながら、特色ある地域文化の形成に寄与できるよう支援します。
①各種文化芸術団体等の育成や活動支援、文化・芸術の鑑賞機会の提供
②東京芸術大学合宿招聘事業の実施
③総合芸術祭や町民劇場、町民音楽祭などの開催支援、創作活動の発表や鑑賞の機会
の拡充
④郷土の歴史理解と郷土愛護思想の普及啓発
⑤文化財指定や雫石町無形文化財芸能祭開催等文化遺産の保護・保全と有効活用
⑥歴史民俗資料館の機能充実・有効利用
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第４ 「生涯スポーツの振興」

社会教育課・町体育協会等

○スポーツやレクリエーションは、健康増進・体力向上はもとより、活力ある地域社会の形成と健康で明るい豊かな生活
を築く上で重要な役割を果たすと期待されています。町民だれもが気軽にスポーツに親しむことができるよう努めます。
①町体育協会や関係団体・機関等との連携協力によるスポーツ・レクリエーションの推進
②指導者の育成や施設の有効活用によるスポーツ・レクリエーション環境の充実
③競技スポーツの振興と競技力向上支援
④岩手山ろくファミリーマラソンの開催（地震の影響により今年度中止）
⑤指定管理者による施設管理体制の充実
以上が23年度の施策の概要です。
今、社会が急速な変化を遂げる中にあって、教育の果たす役割は極めて大きいものがあります。また、このような社
会情勢にあり、教育行政に求められる課題も複雑多様になっています。こうした課題解決のためには、学校、地域、家
庭、行政、教育に関わる一人一人が新たな認識と理解のもとに協力し進めていかなければならないものと考えています。
依然として厳しい行財政状況の中ではありますが、町民が希望を持って住めるまちづくりのために教育委員会では
全力で取り組んで参ります。

【教育施策方針に関する問い合わせ】学校教育課（692-6577）

ミニ特集

〜 本町の教育振興運動は？

地域ぐるみの教育振興運動を願って 〜２年次に目指すもの〜
平成23年度は第１次推進計画（４年間）の２年次です。昨年度の成果を踏まえ、各実践
区での取り組みを中核に地域に根ざした運動を目指して取り組みます。
４月下旬に推進協議会の総会を開催して具体的な推進計画などを決定し、実践区での５
者による話し合いから実践を進めていくことになります。

第２年次（平成23年度）の目標：子育ち環境浄化の重点提示（推進計画から）
○〈各実践区での５者協議により〉子育ち環境浄化の重点を明確化します。
○〈各実践区からの参加により〉教育振興運動リーダー研修会を開催します。
○〈地域の方も参加できる課題の工夫で〉地区民を巻き込んだ実践活動を展開します。
○〈３実践区の報告と１活動発表により〉雫石町教育振興運動実践交流会を開催します。

教育振興運動に関する問い合わせ

社会教育課（692-6590）

〜家読におすすめ 〈４月のテーマ 「はじめての…」〉 〜
新年度スタートの４月、ワクワクドキドキが聞こえてきそうです。どんなことが待っているのか…初めての経
験がきっとぐんと成長させてくれるでしょう。今月は「はじめての…」をテーマにしてみました。

乳幼児向け

小学校低学年向け

小学校高学年向け

☆はじめてのおるすばん
（しみずみちを・作／
山本まつ子・絵）
岩崎書店
今年３才のみほちゃん、一人でお
留守番をすることになりました。お
母さんのいないシーンとしたお家に
「ピン・ポーン」とチャイムが響き、
玄関のポストの入り口から大きな目
玉が…。

☆はじめてのおつかい
（筒井頼子・作／林明子・絵）
福音館書店
「牛乳を買ってきて」と頼まれた
みいちゃん、張り切って100円玉二
つを握りしめて家を飛び出しまし
た。坂の上にあるお店まで転んでも
泣かずにたどりつき、
『牛乳くださ
〜い！』。がんばりました。

☆空の飛びかた（ゼバスティアン・
メッシェンモーザー・作／関口裕
昭・訳）
光村教育図書
ある日一羽のペンギンと出会った
私は、空を飛ぶという強い思いを受
け、一緒にいろいろ工夫したのです
が、何をやってもダメ。ところが飛
んできた仲間のペンギンが空から鳴
いて、ついに・・・。
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教育委員会定例会リポート
―その１ 決定事項編（３月定例会）
―
１．課長の人事に関し議決を求めることについて
２．学校職員の人事異動の内申に関し議決を求めることについて
３．雫石町社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて
４．雫石町公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて
５．雫石町教育委員会広報編集委員会規程の制定について
６．雫石町埋蔵文化財事務取扱要綱の制定について
―その２ 質疑応答編（２月定例会）
―
①学力向上について
②町民音楽祭について
委 秋田県が良かったのは、少人数学級、サポート
委 町民音楽祭は素晴らしかった。第九のオーケス
支援、そして学校の先生が頑張ったこと。福井県
トラの応援があったとしても、２年間であそこま
は祖父母の力が大きいと思う。岩手県の学力が低
でやれるとは思わなかった。ドイツ語の歌詞をカ
いのは、学習習慣の定着が悪いということ。地域
タカナに書き写し、家中に貼り必死に覚えようと
全体の意識が上がらないと先生が頑張っても難し
努力する姿は正に生きた教育である。第九を原語、
いという現状がある。家庭の在り方、家族の協力
ドイツ語で歌ったことがあるというだけでもその
が必要で、特にその辺のＰＲが必要である。社会
人の自信につながるのではないか。ぜひ今後も続
教育、教育振興運動にもつながる。それが県の学
けていただきたいと思う。そして、できればたく
力アップにつながると思う。
さんの子ども達にも聞かせたいと思う。
答 教育振興運動が一つの伴になってくるのかなと
答 第一部に参加した中学生の席も準備していたの
思っています。岩手県、特に雫石町はテレビを見
ですが、観客が入りすぎて第九の合唱に参加した
る時間が多く、寝る時間も遅い。いつ勉強するの
生徒の分だけしか確保できないほどの反響でし
かと感じます。家庭教育の大事さをＰＲすること
た。当日券も結構出たようで、ほぼ満員となりま
が必要と思われます。
した。問い合わせも多かったです。参加された方々
は、大きな満足感を感じたようです。
教育委員会議は、非公開事件以外は傍聴できます。【問い合わせ】学校教育課（692-6577）

【就学援助・奨学資金の23年度希望者を募集しています】
町では、経済的な理由で就学や進学が困難な児童・生徒及び学生を援助するため、就学援助制度と奨学資金制
度を設け、希望者を募集しています。
①就学援助制度
【制度の内容】経済的な理由で就学困難な小中学生を援助し、義務教育を受けられるようにする制度です。
学用品費、修学旅行費、医療費、給食費などを援助します。
【申し込み】お子さんの通学先の学校
【問い合わせ先】通学先の学校または学校教育課（内線292）
②奨学資金制度
【募集対象者】高等学校以上に在学し、本人または家族の住所が町内にある学生・生徒
【申込期限】５月20日
（金）
………学力・経済状況等を審査のうえ、６月に採用者を決定します。
【奨学資金貸付月額（上限）
】
学校

公立

高等学校

15,000円以内

工業高等専門学校

18,000円以内

短期大学

25,000円以内

私立
20,000円以内
−

学校

公立

私立

大学（昼間部）

30,000円以内

35,000円以内

大学（夜間部）

15,000円以内

25,000円以内

30,000円以内

【利子】無利子
【返済】高校や大学を卒業後、貸付期間の４倍の期間で返済（例、大学４年間×４＝16年間）
【申し込み・問い合わせ先】学校教育課（内線294）
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【ホームページアドレス】
☆中央公民館・野菊ホール・各地区公民館：http ://www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 公民館 をクリック！
☆
（財）
雫石町体育協会：http ://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/
☆県営屋内温水プール（ホットスイム）
：http ://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/˜hotswim
【問い合わせ先】
☆中央公民館・野菊ホール…………………………692‑4181 ☆町営体育館・町総合運動公園……………………692‑5030
☆雫石公民館……692‑3458
☆御所公民館……692‑2214 ☆県営屋内温水プール………………………………693‑3751
☆御明神公民館…692‑3228
☆西山公民館……693‑3321 ☆ゲートボール場…695‑2031 ☆ケッパレランド695‑2211

少年少女合唱教室

早朝ランニング

みんなで楽しく歌おう！
日】５月14日（土）開講〜
おおむね隔週土曜日
【時 間】10：30〜12：00
【場 所】中央公民館 リハーサル室・他
【講 師】岩崎賢江・福田公子・佐藤聡子さん
【受講料】一ヶ月につき一人500円
【対 象】町内の小学生
【申し込み】中央公民館へ４月26日(火)までにお申
し込みください。（受付時間 平日８：30〜17：15）
＊その後の申し込みも随時受け付けます。

自分のペースで楽しく運動してみませんか？
子どもから大人までどなたでも参加できます。
【期 日】５月15日（日）〜10月16日（日）
毎週木・日曜
【時 間】５：45 中央公民館前集合
6：00〜ランニング（終了後順次解散）
＊１㎞・２㎞・３㎞ 特設コースの中から、自分に
合ったコースに参加できます。
【参加費】無料
【対 象】町内在住または町内勤務の方
【申し込み】雫石公民館（受付時間：平日８：30〜
17：15）。または開催日に直接現地で受付します。

【期

親子教室「おおきくなあれ」
親子教室「おおきくなあれ」は就業前の親と子の交流の場です。運動会や遠足など楽しい企画がいっぱい！
みんながんばって大きな○をもらいましょう！
【期 日】＊月１回開催・全10回
①５月25日（水）開講
②６月８日（水）
③７月13日（水）
④８月10日（水）
⑤９月14日（水）
⑥10月11日（火）
⑦11月９日（水）
⑧12月14日（水）
⑨１月25日（水）
⑩２月22日（水）
【時 間】9：30〜12：00

【場 所】雫石公民館
【講 師】木村純子さん
【受講料】無料 ＊実費徴収あり
【対 象】町内在住の２歳〜３歳児とその親
【定 員】先着20組（定員になり次第締切）
【内 容】体操、歌、楽器演奏、工作、遠足など
【その他】親子ともに動きやすい服装で、内履きを
ご準備ください。また、お子様の弁当をご持参く
ださい。
【申し込み】４月25日（月）〜28日（木）の間に雫石公
民館へお申し込みください。（受付時間 平日8：30
〜17：15）

☆一緒に合唱を楽しみましょう（歌う喜びをあなたも！） 〜しずくいし混声合唱団へのお誘い
昨年度は２月に「しずくいし第九 １，000人コンサート」を実現し、充実感いっぱいの一年となりました。
今年度も色々な曲を楽しく練習していこうと、この４月から動き出しています。出前コンサートで町内の
施設を訪問したり音楽祭に出演したり、地域に合唱の楽しさを広げていこうと活動していきます。
一緒にいろいろな歌を歌いませんか？ 団員一同、お待ちしています！
【合唱団の概要】
＊発表の場は？ 町民音楽祭、岩手地区音楽祭、雫
＊練習は？ 週１回（毎週木曜 19：00〜21：00）
石町総合芸術祭
＊活動場所は？ 中央公民館
＊会費は？ 月1,000円
＊指導者は？ 岩崎賢江さん、佐々木郁二さん
＊練習曲は？ 組曲［ふるさとの四季］
、合唱団の 【問い合わせ】事務局 佐々木（692-2485）まで
愛唱歌、雫石町民歌等
木曜日の練習（４月は公開練習）を見学して頂ければ、大変うれしいです。
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新着図書・イベント紹介

〜町立図書館

【ホームページアドレス】http ://library.town.shizukuishi.iwate.jp【問い合わせ】
692-5959

幼児対象「たんぽぽおはなし会」

「しずくいしおはなし会」

【日 時】４月21日(木)10時30分㲧㳥
【会 場】中央公民館２階 視聴覚室
【プログラム】
・えほん…『だるまさんと』ほか
・かみしばい…『チューリップさんありがとう』
・パネルシアター…『ぞうさんのぼうし』
・こうさく…『こいのぼりをつくろう』
など
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日 時】４月16日(土)10時㲧㳥
【会 場】町立図書館
【プログラム】
・『ぴょんぴょんぱんのかばんです』
…香山 美子・ぶん
・『ぐりとぐらのおおそうじ』…なかがわ りえこ 文
など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

＜ お知らせ ＞ 平成23年度「たんぽぽおはなし会」・「しずくいしおはなし会」の開催日について
毎月第３木曜日に「たんぽぽおはなし会」を、第４土曜日に「しずくいしおはなし会」を開催しておりましたが、
会場変更等の都合により、日程の変更になる月があります。教育広報等でお知らせしますのでご確認下さい。

新着図書をご紹介！（２/21 〜３/20受け入れ分

計108冊）

● 小説 ●
・人形遣いの影盗み………………………三木 笙子
・末裔………………………………………絲山 秋子
・毎日かあさん……………………………川維 英子
・ダーク・ゾーン…………………………貴志 祐介
・月の街 山の街 ………………… イ チョルファン
・ポリティコン（上・下）………………桐野 夏生
・おしまいのデート……………………瀬尾 まいこ
・蛇と月と蛙…………………………田口 ランディ
・囲碁小町 嫁入り七番勝負 ……………犬飼 六岐
・放課後はミステリーとともに…………東川 篤哉
・散り残る…………………………………田牧 大和
・くるすの残光……………………………仁木 英之
・四畳半王国見聞録……………………森見 登美彦
・警視庁ＦＣ…………………………………今野 敏
・エンター・ザ・ドラゴン …………Ｃ．Ｓ．ブラック
・ショートホープ・ヴィレッジ…………藤井 建司
● 一般書 ●
・家族の歌…………………………… 河野 裕子 他
・ひとり暮らし100人のリアル家計簿
・他人の何気ない一言に助けられました。
……………… 主婦と生活社 編
…………… 大手小町編集部 編
・野菜を干せばこんなにおいしい！…小田 真規子
・再建手術・承ります……………………寺尾 保信
・アメリカを変えた日本人……………久我 なつみ
・いい知恵いっぱい！「昔ごはん」のおいしいお話
・ザッケローニ〜新たなる挑戦〜
……………………木下 穂支子
…………セルジオ・タッコーネ
・西原理恵子の「あなたがいたから」
・親が70を過ぎたら読む本………………村田 裕之
……… ＮＨＫ「こころの遺伝子」制作班 編
・
「冷え知らず」さんのしょうがの知恵
・盛岡さわや書店奮戦記…………………伊藤 清彦
……………………永谷園生姜部
・佐野洋子対談集人生の基本……………佐野 洋子
・何かのために……………………………一色 正春
● ヤング・児童書 ●
・パパはステキな男のおばさん…………石井 睦美
・呪いのまぼろし美容院……………………斉藤 洋
・ちょっとした奇跡………………………緑川 聖司
・カルルとふしぎな塔……………………寺田 順三
・名探偵コナン推理ファイル「数と図形の謎」
・チョッキー……………………ジョン・ウィンダム
……………… 青山 剛昌 原作
・はるねこ……………………………かんの ゆうこ
・ダメ！………………………………いもと ようこ
・せきとり しりとり ………………………サトシン
・スティーヴィーのこいぬ
・
「交渉人」になろう …………………山王丸 惠子
……マイラ・ベリー・ブラウン
・バージャック〜アウトローの掟〜…ＳＦサイード
・ねむくなんかないっ！………ジョナサン・アレン
〈４〜５月の休館日ご案内〉
【４月】18、25、29日
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【５月】 2、３〜５、9、16、23、30日
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今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№71

七ツ森小学校

踊りを通して心を磨く
本校５・６年生児童は、学習発表会の５年生ステージ
発表をもとに、雫石町無形文化財芸能祭参加に向けて、
練習を重ねました。
挑戦した踊りは、北海道のある中学校で踊られていた
「南中ソーラン」
という踊りです。本校では、
「七ツ森ソー
ラン」と呼び、踊りに親しんで来ました。激しい動きを
伴う踊りのため、度重なる練習では、筋肉痛に悩ませら
れる子ども達が続出しましたが、なんとか無事に発表に
こぎ着けることができました。
発表当日は、野菊ホールに集まった多くの観客の方々
が見守る中、５・６年生45人の児童は、自分たちの持っ
ている力を全て出し切って雄大な海の情景とその中で大
漁を祈り網を引く漁師の人々の姿を上手に表現すること
ができました。
ステージ上を所狭しと踊り回る子ども達に、会場内か
らは、観客のみなさんの大きな拍手が響き渡りました。
発表が終わった後、どの子も満足げな表情で家路に向か
いました。
後日、無形文化財芸能祭で本校児童のステージ発表を
見た方からの推薦で、「雫石町女性のつどい2011」への
出演依頼がありました。持ち時間が30分ということもあ
り、「よしゃれ」と「ロックよしゃれ」の踊りの間に寸
劇を加え、クライマックスに「七ツ森ソーラン」を踊る
ことにしました。
発表当日は、多くの参加者の皆さんを前に、一糸乱れ
ぬ踊りを披露することができました。

編〜

七ツ森小学校

副校長

和田

敬次

多くの保護者の皆様にもご来場いただき、子ども達の
発表を応援していただいたことも、成功の一因となった
と思います。
「よしゃれ」の踊りのときには、ホール内に自然に手
拍子がわき起こり、子ども達の発表に花を添えてくれま
した。郷土の伝統を受け継ぐ子ども達を激励し、応援す
る手拍子だったのだと思われます。
一生懸命取り組んだ子ども達の演技に、
「とてもすば
らしかったよ。」
「涙が出るほど感動した。
」などのお褒
めのことばをいただきました。
自分たちのステージ発表が、多くの人たちを感動させ
たことを実感し、満足感を持ちながら、５・６年生の子
ども達のステージ発表は終わりました。大きな成長のス
テップでした。

次回は御明神小学校からの情報をお送りする予定です。

４月〜５月の主な行事予定
【４月】
25日㈪
26日㈫

教育委員会議
雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式

【５月】
3 日㈫ 雫石町早起き野球開幕式
11日㈬ 雫石町教育研究会

14日㈯
21日㈯
26日㈭
28日㈯

雫石中学校体育祭
七ツ森小学校運動会
教育委員会議
小学校運動会
（雫石、御明神、橋場、大村、安庭）
29日㈰ 小学校運動会
（上長山、下長山、西根、南畑）
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ス1 どうぞよろしくお願いします！

トピック

〜平成23年度教職員人事異動紹介

このたびの定期人事異動に伴い、下記の先生方が転入されました。
雫石の子どもたちのため、そして町の教育行政のためどうぞよろし
くお願いいたします。
学校名

雫石小

七ツ森小
上長山小

下長山小

西根小

職 名
校長
主幹教諭
教諭
教諭
教諭
教諭
教諭
校長
教諭
校長
教諭
教諭
教諭
養護教諭
事務主査
校長
教諭
養護教諭

氏 名
前任校
外岡 立之介
一方井中
細川 義雄
久保小
横手 純
大慈寺小
堀 真知子
篠木小
畠山 朱美
滝沢第二小
中村 可起 区界少年自然の家
高橋 敏彦
上長山小
佐々木 弘
岩瀬張小
藤澤 美紀子
水分小
鈴木 義明
佐比内小
川口 寿子
徳田小
村井 春美
平舘小
佐々木 由紀
安代小
長澤 綾
小屋瀬小
八重樫みえ子
安庭小
盛合 光子
九戸山根小
玉山 千秋
平笠小
熊谷 隆子
貝沢小

学校名
御明神小
橋場小
大村小
南畑小
安庭小
雫石中

職 名
氏 名
教諭
小笠原 武
教諭
吉田 宜子
教諭
千葉 真紀子
副校長 佐々木登和子
養護教諭 吉田 裕子
教諭
星野 昭弘
教諭
玉山 厚
校長
菊池 忠雄
教諭
福島 淳
養護教諭 熊谷 幸子
副校長
吉田 淳子
事務主任 大屋 寿子
校長
田口 功
教諭
新里 優子
教諭
松岡 学

前任校
雫石小
下長山小
門小
北上立花小
城南小
姥屋敷小
宮古刈屋小
田頭小
見前小
下長山小
篠木小
城東中
宮古河南中
西根中
紫波第三中

トピックス2

トピックス3

町の生涯学習人材バンク制度 いよいよスタート！

歴史と文化の学習拠点整備 基本構想完成！

教育委員会では、このたび生涯学習に関する専門的な

平成22年度の重点事業として取り組んできました「歴

知識や経験、優れた技能等を有する人材を発掘し、その

史と文化の学習拠点整備」ですが、４回のプロジェクト

情報を町民に提供する「雫石町生涯学習人材バンク」の

チーム会議（うち２回を公開）開催などを経て、このた

設置を目指し、要綱の整備を進めています。

びその基本構想がまとまりました。
基本構想では、構想策定に至る経緯から、町の歴史・

制度の流れは次のとおりです。

知識・
経験を
有する
方々

登

文化に関する特色を紹介した上で、今後求められる拠点

録

の目的と性格・機能を整理しました。
「基本構想」は、教育委員会社会教育課及び町ホーム

人材バンク

町

民

ページで閲覧することができます。
今後は、歴史民俗資料館の現状と課題をしっかりと見

活

極めた上で、拠点整備に向けた実施計画の策定に取り組

用

んでいくことを計画しています。

なお、制度は５月 1 日スタートを予定しており、詳細

学習拠点に具体的に何を盛り込んでいくべきか…皆さ

はスタート後改めてお知らせいたします。

んの意見もお待ちしています。

問い合わせ：社会教育課（692-6590）

問い合わせ：社会教育課（692-6590）

あとがき
大震災の後、言葉にできないくらい様々な思いを感じました。
自分たちにはこれから「生きていて良かった」と思えるような国
にしていく役割があるんだろうなと思います。
新年度からは担当が変わりますが、今後ともよろしくお願いし
ます！（A）

ほんの 1 か月前まであった当たり前の生活。その大切さを思
い知らされた日々。少しずつだけど、前を向いて歩きだしたかに
見えるこの頃。一人ひとりできることは違うけど、それぞれが
できることをすること。今こそ、みんなでがんばりましょう！
（Yasu）
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５月12日（木）発行予定です。
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