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大空を泳ぐ１５０匹の鯉のぼり！
〜第１８回雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式 ４月２６日
春の雫石の風物詩として定着してきた「雫石川の鯉のぼり」、第18回を迎えた今年は４月26日（火）に掲揚式を
行いました。
前日までの悪天候にもかかわらず、当日は晴れ間も

こいのぼり掲揚では、児童一人一人が手渡された鯉

見えるほど天候が回復し、橋場小学校と南畑小学校の

のぼりを掲揚台まで運んでくれました。子どもたちは

児童のみなさんを迎え開催しました。

どんどん掲げられていく鯉のぼりを見上げ、わくわく

震災復興を祈願した「がんばろう！岩手」という横

しながら自分の番を待っていました。

断幕が掲げられる中、代表児童の元気いっぱいな開会

今年は数年ぶりに稚魚の放流が復活し、児童たちは

の言葉に続き、高橋孝実行委員長からの挨拶がありま

友達と一緒にヤマメを放流することができました。
「元

した。

気でね」と声をかけながら、ヤマメを自然にかえす子
どもたちは笑顔でいっぱいでした。

深谷町長からのお祝いの言葉の後、子どもたちのこ
とばでは、橋場・南畑小からそれぞれ３名、計６名の

閉会後、児童・先生方からは、「とても楽しかった」

児童が将来の夢を発表してくれました。児童からは

という声。150匹の鯉のぼりが泳ぐ中、友達と笑いあっ

「将来は自分たちを助けてくれた自衛隊に入りたい」、

たことが今後も良き思い出として、子どもたちの中に

「電気の大切さを実感したので、少ないエネルギーで

残っていってほしいものです。

電気を作る機械を発明したい」という、震災の体験を
ばねに前向きに生きていこうという力強い決意も感じ
られました。

（この鯉のぼりは５月８日（日）まで掲揚されました）
〔
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特集①
〜共通実践課題は２つ〜

〜教育振興運動 全町での課題は？

全町で『読書推進』と『あいさつ運動』を

平成23年度は第１次推進計画（４年間）の２年次です。
昨年度の成果を土台に、今年度は多くの地域の方々が参加してくれる活動を目指して
いきます。そこで、全町での共通課題として『読書大好き雫石っ子』のほかに≪笑顔の
あいさつが響く町≫を合言葉にした『あいさつ運動』を取り上げました。
地域の皆さんからの声がけが雫石っ子へのエールとなるようになったら嬉しいですね。

平成23年度の全町共通課題
☆≪読書大好き雫石っ子≫の継続
①「家庭・地域での読書」の推進
家読10運動／家読標語コンクール／読書カードの展示
②第５回雫石町親子読書のつどいの開催
おはなし会／読書クイズ／昔語り／読み聞かせ講習会の実施
③実践交流
読み聞かせ活動交流／各実践区の取り組みを展示交流

☆≪あいさつ運動≫の推進
・地域では

＜ おはよう ＞

・家庭では

＜ いただきます ＞

・学校では

＜ ありがとう ＞

〜地域で広げよう、 笑顔であいさつ！

を
を
を

・子どもへの愛の一声運動を大人みんなで
４月の教育振興運動推進協議会総会を受けて、各実践区では５者（子ども・家庭・学校・地域・行政）による推進
委員会を順次開催します。そこで具体的な取り組みを話し合い、取り組み開始です。
手軽に本を手にすることができるよう、公民館などに文庫をつくりませんか？
地域のみんなが顔なじみになるよう、あいさつ通りなどをつくりませんか？

【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 〈５月のテーマ 「さぁ、本を読んで外へ」〉 〜
雫石の地も様々な草花が咲き、いろいろな小動物が動き出します。今月は自然の一コマを紹介している科学絵
本を紹介します。本を読んで、雫石の自然をその目で確かめてみましょう。

乳幼児向け

小学校低学年向け

小学校高学年向け

☆たんぽぽ
（甲斐伸枝 作・絵）
金の星社
何よりその大きな絵が素敵な絵本
です。だんだんと姿を消してきてい
るニホンタンポポ、雫石では未だあ
ちこちで懸命に咲き続けています。
環境の変化に弱く、なかなか増えて
いきません。この本をてがかりにさ
がしてみませんか？

☆オタマジャクシの尾はどこへきえた
（山本かずとし・文／
畠山富美子・絵）
大日本図書
田んぼや池のあちらこちらでカエ
ルの卵が見つかる雫石。卵からか
えったオタマジャクシは子ども達の
人気者です。
でも…、
あのオタマジャ
クシのしっぽはどうなるのかな？

☆子リスをそだてた森
（増田戻樹・写真・文） あかね書房
里山に住むリス、小さくてすば
しっこくて…。雫石にもニホンリス
が暮らしていますよ。森で暮らす子
リスを追って写真に撮り続けた著者
が、小さな生命との共存を静かに訴
えている写真絵本です。

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉
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特集②

〜今年度の小・小連携交流会

小・中学校９年間のスパンで町の子ども達を育てていきたい、そのために10の小学校の６年生に共通のビジョンを
持って取り組む経験をさせたい…そんな思いで、平成21年に「小・小連携交流会」がスタートしました。
中学校で一緒になる仲間と別の小学校の先生の授業を受けるとい
う初めての経験。交流会当日を含めそれぞれの小学校に戻ってから
も、６年生は交流会で学んだことの意味を話し合い、考えてくれま
した。特に、昨年11月に行われた第２回の交流会では、至るところ
で「（中学校入学まで）あと４ヶ月」という言葉が行き交い、多く
の６年生がゴールを目指した歩みを自覚していったように思います。
この取り組みの中で、それぞれの学校の担任の先生方にも、自分
の学校だけでなく町すべての６年生が大事なんだという意識が高
まっていきました。小規模校の６年生が学んだこと、大規模校の６
年生が学んだことはそれぞれ異なりますが、そこで学んだことは中
学校できっと役に立つことでしょう。
今年度は、次の日程で実施予定です。保護者の皆さんにもご案内いたしますので、規模の違う集団の中でお子さん
がどのように過ごすかをぜひごらんください。
期

日

会

場

交

流

校

合計

クラ
ス数

118名

４

７月７日
（木）
雫石小
10：45〜15：00

雫石・七ツ森・上長山
西根・下長山・大村

７月８日
（金）
安庭小
10：45〜15：00

御明神・橋場・南畑
安庭

54名

２

11月25日
（金）
雫石・御明神・橋場
御明神小
10：45〜15：00
南畑・安庭

117名

４

55名

２

11月29日
（火）
七ツ森・上長山・西根
七ツ森小
10：45〜15：00
下長山・大村

雫石町の子どもたちは、さらに健全にさらにたくましく育っていくと思います。どうぞご期待下さい。

校種間連携に関する問い合わせ

学校教育課（692‑6576）

教育委員会定例会リポート
―その１ 決定事項編（４月定例会）
―
①報告編
１．雫石町社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることの専決処理の報告について
２．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の専決処理の報告について
３．雫石町立図書館協議会委員の委嘱及び解任関し議決を求めることの専決処理の報告について
４．雫石町就学指導委員会委員の委嘱並びに任命及び解任に関し議決を求めることの専決処理の報告について
②議案編
１．雫石町生涯学習人材バンク設置要項の制定について
―その２ 質疑応答編（３月定例会）
―
①小学校における外国語活動について
委 今年度から新学習指導要領が完全実施され、外
国語活動が行われる中、外国語活動支援員を派遣
することとなっているが、先生方がうまく指導で
きるか戸惑っているのではないか。
答 平成21年度から移行期間として先生方は研修会
を受講しており、また、ＡＬＴ及び外国語活動支
援員を活用し、円滑に活動できるよう取り組んで
きています。

②町内歴史文化に関する調査研究について
委 町内歴史文化に関する調査研究のため、研究員
３名を雇用するということだが、学芸員とか専門
的な有資格者といった方々か。
答 歴史・民俗に関する分野のうち、調査研究が進
んでいない特定のテーマを研究する人材を研究員
として雇用するもので、一応そのような経験があ
る方、または有資格者を募集することとしていま
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）
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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

ジョイフル・スローピッチ・ソフトボール教室

パソコン教室 〜初めてのパソコン

日ごろスポーツを楽しむ機会の少ない方々！生涯
スポーツとして誰もが安全にプレーのできる『ジョ
イフル（軟球）・スローピッチ・ソフトボール』を
してみませんか？
【主 催】町教育委員会・（財）雫石町体育協会
【期 日】５月から８月までの下記日曜日
＊いつでも都合のいい日にご参加ください！
〈５月〉22・29日 〈６月〉12・26日
〈７月〉10・24日 〈８月〉７・28日
【時 間】16：00〜18：00
【場 所】雫石中学校グラウンド
【講 師】雫石町ソフトボール協会指導者
【対 象】町民で興味のある方ならどなたでも
【持ち物】グローブ
【問い合わせ】雫石町ソフトボール協会
藤田清一（℡692−3309）まで
※なお、今年度の雫石町ふれあい女性ソフトボー
ル大会は、このルールにより行います。

生活に役立つパソコンを家庭で活用できるよう、
日本語入力の仕方からWord、Excelを使用して文
書や家計簿、インターネット体験をしましょう！
【日 時】６月10日（金）〜７月８日（金）
毎週金曜 全５回
＊昼コース：14：00〜16：00
＊夜コース：19：00〜21：00
【場 所】西山公民館 パソコン体験実習室
【講 師】NPOしずくいし いきいき暮らしネットワーク
【対 象】町内在住または勤務の方
（パソコン初心者向けです）
【定 員】各コース先着10人
【受講料】1,000円（初回受講時納付）
【申込期間】５月23日（月）〜６月３日（金）までに西
山公民館へお申し込みください（受付時間 平日
８：30〜17：00）。

雫石町民登山
【主
【主
【期

催】町教育委員会・（財）雫石町体育協会
管】雫石町山岳協会
日】６月19日（日）
7：45役場前駐車場集合
8：00出発／17：00頃帰着
【行き先】二戸市浄法寺町 稲庭岳（1,078ｍ）
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着35人
【参加料】１人1,000円（保険料、入浴料等）

【持ち物】昼食・飲料水・おやつ・雨具・着替え・
タオル等
【申し込み】町営体育館で５月23日（月）８：30から電
話で受け付けます。
【その他】
・町山岳協会員がガイド、安全誘導します。
・申込後の参加料は返金できません。
【問い合わせ】（財）雫石町体育協会事務局
町営体育館内（692-5030 ／担当：横森）

５月〜６月の主な行事予定
【５月】
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）
御所地区春季グラウンドゴルフ大会
30日㈪ 雫石中学校国道清掃活動

4
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【６月】
5 日㈰

雫石地区行政区対抗野球大会
西山地区行政区対抗野球大会
御明神地区壮年男子ソフトボール大会
御所地区混合バレーボール大会
11日㈯〜12日㈰
雫石町春季スポーツ少年団野球大会
18日㈯〜20日㈪
岩手地区中学校総合体育大会
19日㈰
御明神地区行政区対抗野球大会
22日㈬
小学校陸上記録会
26日㈰
雫石地区女子ソフトボール大会
27日㈪
教育委員会議
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【奨学資金の23年度希望者を募集しています】
【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
高等学校

公立
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

学校

20,000円以内
−

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）

平成22年度宮沢賢治作品読書感想文コンクール 入賞者（最優秀賞・優秀賞）発表！
このたび行われた標記コンクール（主催：雫石と宮沢賢治を語る会）で入賞した方々を紹介します。
入賞者のみなさん、おめでとうございます（学校名・学年は平成22年度当時のものです）。
【小学校低学年の部】
[最優秀賞] 七ツ森小３年 鷲津 加子さん
[優秀賞]
七ツ森小１年 鷲津 永子さん
七ツ森小２年 鈴木 麻由さん
【小学校高学年の部】
[最優秀賞] 御明神小６年 上中屋敷綺良梨さん
〜「どんぐりと山猫」を読んで

小学校低学年の部

[優秀賞]

七ツ森小５年 高橋 千里さん
七ツ森小６年 須藤 茉由菜さん
【中学校の部】
[最優秀賞] 雫石中１年 佐々木 真耶さん
〜よだかの星を読んで
[優秀賞]
雫石中２年 間田澤 成美さん

最優秀賞作品を紹介！

「猫の事務所」を読んで
わたしは、みやざわけんじの本が、大好きです。今ま
でで、
読んだ中では、
「ツェねずみ」や「おきなぐさ」、
「よ
だかの星」が心に残っています。この本をはじめて読ん
だ時、わたしはかま猫と、よだかがいじめられている所
がにていると思いました。
猫の事務所には、黒猫の事む長と、白猫、とら猫、三
毛猫、そしてかま猫の四人の書記がいます。その中で四
番書記のかま猫は、ほかの三人にきらわれていて、いつ
も意地悪をされています。ただ体がすすでよごれている
というだけで。かま猫は夏に生まれて皮がうすいため、
夜は寒くてかまの中でねているのだそうです。よだかも、
みにくいというだけで、ほかの鳥たちからいじめられて
いました。わたしは、すがた形がちがっているという事
だけで意地悪をされたりいじめられたりして、かわいそ
うだと思いました。
また、さいしょはかま猫の事をかばってくれていた、
事む長までが、ほかの三人の書記にだまされて、いじめ
てしまいました。かま猫の仕事を取り上げ、四人でむし
し続けたのです。わたしはきっとかま猫は、なきたくな
るくらい悲しかったんだと思います。さいごの場面でし
しが第六事務所に入ってきた時、
「なんで、いじめているんだ。
」
と、言うと思っていたのに、
「事務所をやめてしまえ。
」

七ツ森小学校３年

鷲津

加子

と言ったのでびっくりしました。そしてその時ほかの猫
はみんなうろうろしていたのに、かま猫だけしっかり
立っていたのでえらいと思いました。わたしだったら、
かま猫のようにはぜったいできないし白猫やとら猫、三
毛猫のように、うろうろしてしまうと思います。かま猫
は本当にりっぱな猫なんだと思います。
また、さいごの所が、
「よだかの星」では、星になり
たいというねがいがかなったし、
「猫の事務所」ではし
しが助けてくれたので、楽しかったと思えました。
「注文の多い料理店」では、さいご二人のしんしが猫
に食べられそうになった時、犬がとび出してきて、猫に
かかっていった所が、わたしは好きで、いんしょうにの
こっています。ここが、
「猫の事務所」でいうとししが
事務所に入ってきた所だと思いました。
このように、みやざわけんじはいろんなお話を書いて
いますがにている所もあって、それがおもしろい所でも
あります。
わたしは、これから事む長のように、だれかが言った
事をすぐ信じないようにして、仲間はずれにしないよう
にしたいです。そして、始めの事む長のようにきらわれ
ている子をかばってあげたいです。
そしてこれからもいろんなみやざわけんじのお話を読
みたいです。
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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」
【日 時】５月19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………………… 『かおかおどんなかお』ほか
・かみしばい…………………『なにひっぱってるの』
・パネルシアター…………………『ナメレオンくん』
・こうさく……………………
『かみであそぼう』 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！

「しずくいしおはなし会」
【日

時】５月21日(土)10時㲧㳥

【会

場】町立図書館

【プログラム】
・『どろんこハリー』……………ジーン・ジオン・さく
・『おじさんの かさ』 …………… 佐野

など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

新着図書をご紹介！（３/21〜４/20受け入れ分
● 小説 ●
・ばんば憑き……………………………宮部 みゆき
・カササギたちの四季……………………道尾 秀介
・無花果の実のなるころに………………西條 奈加
・どこ行くの、パパ？……ジャン＝ルイ・フルニエ
・冥府小町………………………………澤田 ふじ子
・うからはらから………………………阿川 佐和子
・子子家庭の身代金………………………赤川 次郎
・麒麟の翼…………………………………東野 圭吾
・そういうものだろ、仕事っていうのは
…………………… 重松 清 ほか
・ラブ・ケミストリー……………………喜多 喜久
・花桃実桃…………………………………中島 京子
・レヴォリューション No.0 ……………金城 一紀
・駅舎にて…………………ブーダディヴァ・ボース
・大絵画展…………………………………望月 諒子
● 一般書 ●
・宰相の資格……………………………櫻井 よしこ
・笑う介護士の阿吽………………………袖山 卓也
・徹子ザ・ベスト…………………………黒柳 徹子
・とことん答える800問！園芸何でもQ＆A
…………………… NHK出版・編
・時代小説の江戸・東京を歩く…………常盤 新平
・幸田家のきもの…………………………青木 奈緒
・頭痛解消パーフェクトガイド………竹島 多賀夫
・親子アスペルガー………………………兼田 絢未
・コレステロール値が高いほうがずっと長生きできる
…………………………浜崎 智仁
・浜内千波のフライパン１つで[楽うま]人気おかず
…………………………浜内 千波
・ひつまぶし………………………………野田 秀樹
・自殺者三万人を救え！…………… 望月 昭 ほか
・お風呂の達人〜バスクリン社員が教える究極の入浴術〜
…………………………石川 泰弘

275̲104̲310.indd 6

計152冊）

● ヤング・児童書 ●
・串かつやよしこさん…………………長谷川 義史
・ほんなんてだいきらい！…バーバラ・ボットナー
・ミッキーのこれなあに？たべものずかん300
…………………………講談社・編
・彼女のためにぼくができること
……………クリス・クラッチャー
・スキ・キス・スキ！………アレックス・シアラー
・あつまれ！全日本ごとうちグルメさん
…………………ふくべ あきひろ
・細菌ペーチカ(上・下) ……グリゴリー・オステル
・鉄のしぶきがはねる…………………まはら 三桃
・バロン、いっしょにあるこう！………大島 まや
・ゴエさん…………………………………結城 乃香
・名探偵コナン理科ファイル植物の秘密
………………… 青山 剛昌 原作
・新幹線しゅっぱつ！………………………鎌田 歩
・おとうさん おかえり
…マーガレット・ワイズ・ブラウン

延長開館を再開しています
３月11日に発生した東日本大震災の影響によ
り一時休止しておりました延長開館を、４月13
日より再開しています。
毎週水・金曜日は午後6時まで開館中です
なお、引き続き節電に配慮し、館内の一部は
消灯しています。ご不便をおかけしますが、ご
協力をお願いします。

〈５〜６月の休館日ご案内〉【５月】16、23、30日

6

洋子 作・絵

【６月】 6、13、20、27日
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今、子どもたちは…

シリーズ「輝」№72

御明神小学校

編〜

御明神小学校

感動体験で心を豊かに

副校長

佐々木

和彦

御明神小学校では、感動体験をとおして心を豊かにす
る取り組みを進めています。様々な体験活動を行ってい
ますが、今回は、その中から６年生の「赤ちゃんとふれ
あおう〜命の授業」の取り組みを紹介します。
昨年11月に、地区内の３人のお母さんとその赤ちゃん
をお招きし、お子さんが生まれる時の様子やその時の気
持ち、そして、子どもを育てる苦労や喜びなどについて
話をしていただきました。
話を聞いた後は、実際に赤ちゃ
んに触らせていただいたり「抱っこ」をさせていただい
たりしました。子どもたちの感想を紹介します。

「今日の学習で、お母さん方が、『息子や娘が生まれてきて
泣き声を聞いたら涙が出てきた』と話していました。涙は嬉
しいときに出てくるので、自分の息子や娘が生まれてくるこ
とは、ものすごく嬉しいことだということが分かりました。
私が生まれてきたときにも、お父さんとお母さんはきっと同
じ気持ちで私を迎えてくれたのだろうと思いました。
」
御明神小学校では、このような感動体験をとおして「自己
肯定感」を育てています。「誰にでも『かけがえのない存在』
として見守ってくださる人が必ずいるということを分かって
ほしい」
、「自分の命・他人の命を大切にしてほしい」
、と心
から願いこのような取り組みを進めています。

次回は御所保育園からの情報をお送りする予定です。

クス バレーボールで交流！ 春季バレーボール練成会（東日本大震災支援事業）開催

トピッ

４月29日
（金）
から５月１日
（日）
まで、町バレーボール協
会が毎年行っている春季バレーボール練成会が開催されま
した。
今回の練成会は、３月に起きた東日本大震災の支援事業
とし、被害に遭われた地域の子ども達にもバレーボールが
できる環境を提供し、ともに夢を追い続ける元気と勇気を
取り戻して友情の輪を広げるとともに、参加チームの子ど
も達の技術力向上を図ることを目的に行われました。

陸前高田市から５チーム約40人、さらに、宮城・秋
田県からも４チームが参加し、雫石町をはじめ内陸の
チームと合わせ30チーム以上、約350人が参加しまし
た。
期間中は、指導者・選手ともに多くの交流を深めな
がら、はつらつプレーを繰り広げていました。
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ス1 町の生涯学習人材バンク制度 いよいよスタートしました！

トピック

教育委員会では、このたび生涯学習に関する専門的な知識や経験、優れた技能等を有する人材を発掘し、その情報
を町民に提供する「雫石町生涯学習人材バンク」を設置しました、５月１日からスタートしました。
制度の流れは次のとおりです。
登

録

知識・経験を有する
方々

人材バンク

町
活

所定の登録申請書に必要事項を記入
＊必要事項
氏名・住所・生年月日等
（公開の有無は希望に応じます）
指導分野・指導内容・資格・指導実績等
希望する対象者層
活動可能な日及び時間帯
活動可能地域
謝礼に関すること
その他

教育委員会に提出

用紙はいずれも
教育委員会（社
会教育課）にあ
ります。

民

用

所定の利用申込書に必要事項を記入
＊必要事項
氏名・住所等
希望する活動内容（テーマ）

教育委員会に提出
登録者一覧は、
町HPと 社 会 教
育課で閲覧可能
にします。

教育委員会では、登録者と利用希望者
のコーディネートを行います。

活動の実施

この機会に、自分の持っている知識経験を生かしてみましょう！
問い合わせ：社会教育課（692-6590）

ス2 ご存知ですか？県の生涯学習情報提供システム「まなびネットいわて」

トピック

県生涯学習推進センターでは、指導者及びボランティアの登録、講座・イベント等の生涯学習機会の情報を提供す
る「まなびネットいわて」を運営しています。
まなびネットいわてのホームページ（http ://www.manabi.pref.iwate.jp/）からは、主に次の情報の登録ができ
ます。

生涯学習指導者・ボランティア活動者の登録
（平成23年５月現在613名登録）

講座・イベント情報の登録
（平成23年５月現在県央地区で236件登録）

また、情報検索では、町内外のイベントや団体情報なども見ることができます。
なお、町教育委員会でも登録（登録票の記入）ができます。情報を積極的に活用しましょう！

【問い合わせ】県生涯学習推進センター（0198-27-4555）または社会教育課（692-6590）

あとがき
初めての異動により、４月から社会教育課に配属となりました。
同じ建物の中なのに、業務内容は一転 !! 戸惑う毎日ですが、一
日でも早くお力になれるよう努力してまいりますので、どうぞよ
ろしくお願いします！（Ｎ）
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雫石にもようやく春の訪れ。昨日（5/1）、近所でようやく桜
が咲き始めていました。このペースだと、今年は珍しく連休明け
にも花見ができるかな？さすがにこの号が出る頃（5/12）には
散っているかな？さあ、結果はいかに !?（Yasu）

６月９日（木）発行予定です。
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