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それぞれの思いを胸に…平成24年雫石町裸参り
1 月22日（日）、時折雨の降る寒さの中、36人の祈願者は午後
1時に三社座神社を出発。永昌寺（下寺）まで 1 km余りの道
のりを、五穀豊穣・家内安全・無病息災・交通安全等を祈願し
ながらゆっくりと歩を進めました。

テレビ消し　しずかな場所で　本読もう （白椛　みずき　安庭小 5年）
家読標語コンクール　入選作品　
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小４ 小５ 中１ 中２
町 県 町 県 町 県 町 県

ほとんどしない 2.5 3.8 2.6 2.9 9.0 3.4 12.5 5.0
30分より少ない 10.1 8.6 3.3 6.6 16.7 6.8 15.3 8.4
30分～１時間 41.8 47.3 51.6 36.7 38.2 28.5 36.1 31.9
１～２時間 39.9 31 38.6 43.9 29.2 48 29.2 43.2
２～３時間 3.8 6.9 3.9 7.1 5.6 11.6 6.3 10.1
３時間以上 1.9 2.5 0.0 1.7 1.4 1.7 0.7 1.5

小４ 小５ 中１ 中２
町 県 町 県 町 県 町 県

ほとんどしない

＋

30分より少ない 12.6 12.4 5.9 9.5 25.7 10.2 27.8 13.4
１時間以上

＋

２時間以上

＋

３時間以上 45.6 40.4 42.5 52.7 36.2 61.3 36.2 54.8

2  広報●教育しずくいし●2012●2●No.83●

特集① ～子ども・学校・家庭、
一緒に目指そう！学力向上！！

　昨年11月に、県内の小学４・５年、中学１・２年生の児童生徒を対象として行われた学習定着度状況調査について、
今月は先月に続き後編として「家庭学習の実態」を中心に報告します。

～平成23年度岩手県学習定着度状況調査から見える雫石の子ども（後編）～

　県全体と比べると、学年が上がるにつれて家庭学習の時間が短くなっている傾向が見られます。
　下の表は、上記の表から「ほとんどしない」と「30分より少ない」を、また「１～２時間」から「３時間以上」を
合わせたものです。小学４年生は県全体と同じような傾向ですが、５年生では、勉強時間が少ない人はあまり多くな
いものの、１時間以上勉強している人は少ない傾向にあります。中学生は、１年生も２年生も県全体と比べると勉強
時間が少ないことが分かります（網掛け部分が特に課題です）。

　家庭学習は時間だけの問題ではありませんが、充実した内容を長い時間継続させることは、学習の理解や定着には
不可欠な要素です。各学校では、授業と連動した家庭学習の工夫や小テストで実力をアップさせるための課題等を出
して改善を図っています。また、今年度から、以下の合言葉で雫石町内の学校が取り組んでおります。各家庭でもご
協力をお願いいたします。

『学校の授業以外で、１日にどのくらい勉強しますか』（※土日は除く、※塾・家庭教師の時間を含む）

教育委員会議は、非公開事案以外は傍聴できます。【問い合わせ】学校教育課（692-6577）

 教育委員会定例会リポート（12・1 月）
―その１　議案編（ 1月）１月定例会に提案された議案はありませんでした。―

―その２　質疑応答編（12月）―
①中学校の耐震化について
委員　中学校の耐震診断については、平成21年度に
行った耐震二次診断の結果、震度６以上で「倒壊
し、又は崩壊する可能性がある」とされているよ
うだが、対応はどのようにするのか。

教委　平成21年度時点での耐震補強を行うための工
事費は概算で３億円弱という金額が示されていま
す。ただ、耐震補強がいいのか、それとも立て替
えがいいのか、学校規模、財源等を踏まえながら
平成24年度中には方向性を示したいと考えており
ます。

②小学校の適正配置について
委員　小学校の適正配置については、どのようなス
ケジュールと内容で進めていくものか。
教委　（仮称）小学校適正配置検討委員会を平成24
年度から立ち上げ、校数、場所等を検討する予定
です。その前段とし
て、今年度からどの
ようなメンバーでい
つ開催するか等の話
し合いを行っていま
す。

委委員委員　委員 委員　委員

教委　教委

教委　教委

家に帰ったら、まず学習‼
スポ少などで疲れ切っているからこそ、「まず学習」を‼　【問い合わせ】学校教育課（692-6577）

＊このほかにも、「家庭学習と家読について」、「教育振興運動実践交流会について」、「無形文化財芸能祭の
演目について」、「町立図書館の充実について」などが話し合われました。
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　人間と仲良しになりたい友達の赤
おにのため、自分から悪役を買って
出る青おに。青おにの心からの友情
を置手紙で知った赤おには…。「ド
コマデモ　キミノトモダチ　アオオ
ニ」という青おに
の言葉が胸に染み
ます。ぜひ、家族
みんなで回し読み
してみてください。

特集② ～大人として雫石っ子になにを

 雫石町の教育振興運動を中核となって推進している町教育振興運動推進協議会。そのメ
ンバーの中から３人の方々に、熱い思いを綴ってもらいました。
　それぞれの立場を代表して、今、大人として雫石っ子に何を伝えたいと願っているのでしょ
うか？

～家読におすすめ〈２月のテーマ「オニさん、こんにちは」〉～町では『家読』に取り組んでいます
　２月４日は立春、その前の日が節分ですよね。疫病や災いのシンボル「鬼」を追い払う行事「豆まき」が行わ
れます。今回は、その鬼を題材にした絵本を選んでみました。

　小さなかわいい女の子まゆと出
会ったオニは、とって食おうと自分
の岩屋に連れて行ったが、何とまゆ
は「やまんば」の娘ですごい力もち！ 
そんなまゆにオニは…。
　明るく楽しい絵
本、何よりも降矢
さんの絵が素敵な
オススメの一冊で
す。

　日本の古典や怪談集などから集め
た怖くて面白いお話がいっぱいのシ
リーズの一冊。「鬼にされた男」と
いう話は、神様も仏様も地獄も極楽
も信じないという主人公の孫太郎が
怖い目にあい、地
獄に落とされ、挙
句の果てに…。

まゆとおに
（富安陽子・文/降矢なな・絵）

福音館書店

鬼にされた男　
（三田村信行・著/山下勇三・絵）

あかね書房

ないた赤おに
（浜田廣介・作/いもとようこ・絵）

白泉社

幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

～雫石町教育振興運動推進協議会の理事さんからのメッセージ～

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉

　私が小学校五年生の頃、夜炭火コタツに入って西郷隆盛という本を読みましたが、つい
引き付けられ、みんな寝静まり炭火が消えた冷たいコタツで午前二時頃まで読みました。
『子孫のために美田を残さず』という西郷さんの言葉が今でも印象深く残っています。
　子孫は先祖の残しに頼らず自分で苦労して成長しろ、という意味でしょう。本からの教
えとして今でも忘れません。
　皆さんも本からの教えを見つけるように読んで下さい。

佐々木正志委員（雫石町老人クラブ連合会会長）「本からの教え」

　みなさんには明るい未来があります。夢を持ちましょう。夢を叶えるための目標を決め
ましょう。目標を紙に書いて貼りましょう。毎日見て、想いを強くしましょう。希望と勇
気をもって努力しましょう。夢を持つことで人は成長できます。夢を持って生きることは
人生を楽しくします。
　「今日の僕（私）は昨日の僕（私）じゃない。」夢はきっと叶う。

荒屋敷均委員（岩手県立雫石高等学校校長）「大人からのエール」

　仏教に、「和顔愛語」という言葉があります。「わがんあいご」と読みます。「和顔」と
はいつもニコニコとして、他人に接することです。「愛語」とは相手のことを考えて、優
しい言葉をかけてあげることです。雫石っ子には、賢明で、心優しい人間になれるよう勉
強し、成長して欲しいと思います。

藤本達也委員（雫石町保育施設協議会会長）
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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
☆雫石公民館……692-3458　　☆御所公民館……692-2214
☆御明神公民館…692-3228　　☆西山公民館……693-3321

☆町営体育館・町総合運動公園……………………692-5030
☆県営屋内温水プール………………………………693-3751
☆ゲートボール場…695-2031　☆ケッパレランド 695-2211

【日　時】①２月20日（月）②３月５日（月）
　　　　 ①②いずれも18：30～20：00
【場　所】御明神公民館
【内　容】キンボール・ドッヂビー・
　　　　 シャッフルボードほか
【講　師】雫石町スポーツ推進委員
【受講料】無料
【対　象】町内在住または勤務の方
【持ち物】運動できる服装と靴、タオル、着替え
【申し込み】御明神公民館へお申し込みください（受
付：平日８：30～17：15）。当日も受け付けます。

【日　時】２月23日（木）～３月22日（木）
　　　　 （毎週木曜・全５回）10：00～16：00
【場　所】御明神公民館　
【講　師】杉澤陽子さん
【受講料】1,000円（材料費別途）
【対　象】町内在住または勤務の方
【持ち物】編物用具、かぎ針、棒針、はさみ等
【申し込み】２月21日（火）までに御明神公民館へお
申し込みください（受付：平日８：30～17：15）。

【日　時】２月18日（土）９：00集合
【場　所】町営クロスカントリースキー場
　　　　 （ケッパレランド）
【参加料】1,000円（レンタルスキー代込）
【定　員】先着５人
【申し込み】２月13日（月）からケッパレランドで受
付開始します。

【その他】①各自傷害保険に加入して下さい。
 ②参加者には町内温泉入浴券、飲食券を進呈！
※詳しくは、雫石町体育協会ＨＰをご覧になるか、
ケッパレランドまでお問い合わせください。

～ほっかほかの肉まんを作ろう！～
【日　時】２月26日（日）10：00～12：00
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】１人500円
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着15人
【申し込み】２月23日（木）までに御所公民館へお申
し込みください。（受付：平日８：30～17：15）。
【その他】応募者多数の場合、追加開催もあります。

　３Ｂ体操は、ボール、ベル、ベルダーという３つ
の道具を使い、音楽に合わせて体を動かす健康体操
です。
【日　時】３月８日（木）13：30～15：00
【場　所】雫石公民館　会議室
【講　師】（社）日本３Ｂ体操協会　【受講料】無料
【対　象】町内在住・勤務でおおむね50歳以上の方 
【定　員】20人 ＊室内用シューズをお持ち下さい。
【申し込み】２月20日（月）～29日（水）に雫石公民館
へお申し込みください（受付：平日８：30～17：15）。

第一部　それいけ！アンパンマン「すくえ！ココリンと奇跡の星」
第二部　うたって　てあそび「アンパンマンともりのたから」
【日　時】３月18日（日）
　　　　 10：00開演（開場９：30）
【場　所】野菊ホール
【入場料】一般500円
　　　　 小学生以下無料（ただし整理券が必要です）
【入場券・整理券】２月15日（水）から中央公民館及
び各地区公民館で入場券の販売と整理券の配布を
開始します。

御明神公民館軽スポーツ教室

御明神公民館　あみもの教室

ケッパレランド散策スキーツアー

御所公民館おやつづくり教室

雫石公民館～３B体操教室 ふれあい名画劇場

　男女共同参画社会の確立を目指し、住みよい地域づくりと女性の地位向上を図ることを目的に、雫石町女
性団体連絡協議会（雫石町婦人会・JA女性新いわて女性部雫石中央支部・雫石商工会女性部・雫石町母子
寡婦福祉協会・雫石町交通安全母の会）が主催となって開催します。
【日　時】２月19日（日）９：30～13：30
【場　所】中央公民館野菊ホール
【内　容】町長による町政講話／演舞（雫石・西山保育園）／昔語り（林尻雅子氏）／映画「大いなる旅路」
【入場料】１人500円
【問い合わせ】社会教育課（692‒6590）

雫石町女性のつどい2012
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● ２月～３月の主な行事予定 ●

【２月】
　12日㈰ 第 9 回雫石町民劇場
　24日㈮ 教育委員会議

【３月】
　１日㈭ 雫石高校卒業式
　５日㈪ ことばの教室修了式
　15日㈭ 雫石中学校卒業式
　16日㈮ 小学校卒業式（御明神・安庭）
　17日㈯ 小学校卒業式（雫石・七ッ森・上長山・
 下長山・西根・橋場・大村・南畑）
　23日㈮ 教育委員会議

心豊かに暮らせるまちづくり　～雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

◯雫石町サッカー協会長杯雫石フットサル大会
　小学生の部／18日㈯～19日㈰
　一般の部／26日㈰

②第50回雫石町民スキー大会（クロスカントリー競技）
～１月28日（土）

部　門 第１位 第２位 第３位
小学１・２年
女子

桐山　はる菜
（上長山）

村田　美月
（大　村）

高橋　未来音
（大　村）

小学１・２年
男子

新里　岳士
（御明神）

村田　和久
（大　村）

高藤　集功
（南　畑）

小学３・４年
女子

高橋　杏美
（南　畑）

小田　綺花
（御明神）

上川原　遥
（御明神）

小学３・４年
男子

古川端　晴輝
（御明神）

田沼　虎亜
（御明神）

高橋　麗也
（御明神）

小学５・６年
女子

高橋　朱凜
（南　畑）

藤本　真澄
（大　村）

上中屋敷奏穂
（御明神）

小学５・６年
男子

田辺　凌
（御明神）

小坂　辰明
（御明神）

米澤　琉偉
（南　畑）

小学男子リレー 御明神 南　畑 大　村
小学女子リレー 南　畑 御明神Ａ 御明神Ｂ
〈小学校総合〉 御明神 南　畑 大　村

④第７回雫石クロスカントリースキー大会ピノキオカップ
 　（町内選手分）～１月29日（日）
≪小学１年男子の部≫
【第１位】村田　和久（大村スポ少）
≪小学２年男子の部≫
【第１位】新里　岳士（御明神ＣＣスポ少）
≪小学２年女子の部≫
【第１位】桐山　はる菜（大村スポ少）
【第２位】村田　美月（大村スポ少）
≪小学３年男子の部≫
【第２位】古川端　晴輝（御明神ＣＣスポ少）
≪小学３年女子の部≫
【第１位】藤本　妃香里（大村スポ少）
【第２位】細川　美衣菜（南畑スポ少）
≪小学４年女子の部≫
【第１位】上川原　遥（御明神ＣＣスポ少）
【第２位】高橋　杏美（南畑スポ少）
【第３位】小田　綺花（御明神ＣＣスポ少）
≪小学５年男子の部≫
【第１位】小坂　辰明（御明神ＣＣスポ少）
【第２位】高橋　慶安（大村スポ少）
【第３位】村田　涼輔（大村スポ少）
≪小学５年女子の部≫
【第１位】藤本　真澄（大村スポ少）
【第３位】藤村　佳奈（御明神ＣＣスポ少）
≪小学６年男子の部≫
【第１位】田辺　　凌（御明神ＣＣスポ少）
【第２位】桐山　大輝（大村スポ少）
≪小学６年女子の部≫
【第１位】高橋　朱凜（南畑スポ少）
【第２位】上中屋敷奏穂（御明神ＣＣスポ少）
≪中学１年男子の部≫
【第２位】高橋　恵人（雫石中）
≪中学２年女子の部≫
【第１位】藤本　礼香里（雫石中）

①第21回小中学生バレーボール雫石交流大会
～１月14日（土）・15日（日）

≪５年生以下（女子）の部≫
【優　勝】大新（盛岡市）　【準優勝】胆沢（奥州市）
【第３位】ＩＮＣ（岩手町）／手代森（盛岡市）
≪６年生（女子）の部≫
【優　勝】小友（宮古市）【準優勝】見前南・月ヶ丘・手
代森（盛岡市）
【第３位】雫石Ｖ６／高田（陸前高田市）
≪５年生以下（男子）の部≫
【優　勝】金ヶ崎（金ヶ崎町）　【準優勝】雫石
【第３位】真城（一関市）／和賀東（北上市）

２月21日（火）～29日（水）秩父宮杯・秩父宮妃杯・ 仁親王杯（仮称）第85回全日本学生スキー選手権大会
２月23日（木）～25日（土）FIS RACE 2012全日本ジュニアスキー選手権大会　アルペン競技・種目
　スーパー大回転　兼『世界アルペン開催記念』第19回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会

③第26回雫石町長杯中学生バレーボール大会
　～ 1月28日（土）・29日（日）

≪男子の部≫
【優　勝】円田中（宮城県）　【準優勝】稲垣中（青森県）
【第３位】北陵中（盛岡市）・渋民中（盛岡市）
≪女子の部≫
【優　勝】福島第三中（福島県）　【準優勝】雫石中
【第３位】五所川原第三中（青森県）・厨川中（盛岡市）

町内各種スポーツ大会結果報告（敬称略）
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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

【日　時】3月15日(木)10：30
【会　場】中央公民館２階　視聴覚室
【プログラム】
・えほん…『ももんちゃんぎゅっ！』 ほか
・かみしばい…『おはようがいっぱい』
・パネルシアター…『すてき すてき』
・こうさく…『アクセサリーをつくろう』 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】2月25日(土)10：00
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『はたらきもののじょせつしゃけぃてぃー』
　　　　　…ばーじにあ・りー・ばーとん・ぶん・え
・『ふしぎなでまえ』……………かがくい　ひろし・作

　　　　　　　　　　　　　　　　　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！（12/21～1/20受け入れ分　計80冊）

・わざわざことわざ………………………五味　太郎
・ピヨピヨ ハッピーバースデー ……工藤　ノリコ
・忍たま乱太郎～にんじゅつ学園文化祭の段～
　　　　　　　　 ……………………尼子　騒兵衛
・願かけネコの日…………………………那須田　淳
・森がささやいている…………………池田　まき子
・心のおくりびと…………………………今西　乃子
・やに なった …………………ブルーノ・ムナーリ
・お母さんは命がけであなたを産みました
　　　　　　　　 ……………………内田　美智子
・クレプスリー伝説 Ⅲ ……………Darren Shan
・駄菓子屋のヒゲおじさんと考える「こども哲学」
　　　　　　　　 ………………………小川　仁志
・マウスマンション………カリーナ・スカープマン
・2011年、特別な夏………………………栗山　英樹
・海と、がれきと、ボールと、絆。
　　　　　　　　 ……………スタンダード編集部
・おんぶ おんぶ …………………………三輪　円香

● ヤング・児童書 ●

〈２～３月の休館日ご案内〉
　　　【２月】11､ 13､ 20､ 27日
　　　【３月】５､ 12､ 14 ～ 21､ 26日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・奇縁まんだら 終り …………………瀬戸内　寂聴
・ピョンヤンの夏休み………………………柳　美里
・英国メイドマーガレットの回想 …マーガレット・パウエル
・夢に向かって「岩手県葛巻町」の挑戦…亀地　宏
・ご老人は謎だらけ………………………佐藤　眞一
・問題発言…………………………………今村　守之
・尾木ママの共感♥子育てアドバイス…尾木　直樹
・君は嘘つきだから、小説家にでもなればいい
　　　　　　　　 ………………………浅田　次郎
・大人の流儀 続 …………………………伊集院　静
・ゲゲゲの老境三昧……………………水木　しげる
・好き好き大好き！……………………松田　美由紀
・親のこころ 新装版 ……………………木村　耕一
・ヘルプマン Vol.19 …………………くさか　里樹
・２分でやせる！…………………………大庭　史榔

・月光ノ仮面………………………………板尾　創路
・曾根崎心中………………………………角田　光代
・開拓者たち…………………………………北川　惠
・ジョン・マン ～大洋編～ ……………山本　一力
・嘆きの美女………………………………柚木　麻子
・フィデリティ・ダヴの大仕事…ロイ・ヴィカーズ
・第十二の予言……ジェームズ・レッドフィールド
・人生に七味あり……………………………江川　剛
・祇園の女狐…………………………………櫻田　啓
・不惑剣……………………………………高橋　克彦
・怪　談………………………………………柳　広司
・名のないシシャ…………………………山田　悠介
・弁護士探偵物語…………………………法坂　一広
・晩　節……………………………………佐伯　泰英
・遮　断……………………………………堂場　瞬一

図書館休館のお知らせ
　年度末図書整理作業（館内蔵書点検）のため、
下記の期間図書館を休館します。期間中は本の貸
出・予約等できませんのでご注意ください。期間
中の図書の返却は、図書館玄関横に設置されてい
る“ブックポスト”に図書のみを入れてください。

【期間】３月14日（水）～ 21日（水）

ご不便をおかけしますが、ご協力お願いいたします。

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№81 橋場小学校　編～

次回は大村小学校からの情報をお送りする予定です。

体をきたえ、心をきたえる 橋場小学校　副校長　佐々木　登和子

　本校の児童は、１年を通じて体育の授業はもちろん、
休み時間等も利用して様々な運動に親しんでいます。
　長い冬が終わり、校庭が使えるようになると朝マラソ
ンが始まります。入学間もない１年生も上級生に混じっ
て走ります。これは冬近くまで続きます。
　夏は水泳。各自目標を決めて泳ぎます。校内水泳記録
会では保護者にも成果を見ていただいています。
　秋はロードレース大会があります。低・中・高学年毎
のコースを保護者の声援を受けながら、力いっぱい走り
抜けます。校庭が使えなくなると、縄跳びが始まります。
なわとびカードを使いながら、できる技を増やしていき
ます。
　冬は、アルペンスキーとクロスカントリースキーにも
挑戦します。

　もちろん運動が好きな子どもばかりではありません。
水泳は得意だけれど、走るのは苦手という子もいます。
　本校は小規模校ということもあり、同学年の多くの児
童と競い合うことはできませんが、自分の立てた目標に
向かって根気強く努力することや、上級生の姿に近づく
よう頑張ることができます。
　苦しいこともあるけれど、できなかったことができる
ようになった時、そしてそれを認めてもらった時の子ど
も達の笑顔は最高です。その積み重ねもあってか、今年
度の新体力テストでは６年生全員がＡ・Ｂ判定をいただ
きました。
　子ども達は、体をきたえながら同時に心もきたえてい
るのだなあと感じています。

心豊かに暮らせるまちづくり　～雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

町民みんながスポーツを！～雫石町スポーツ推進委員 積極的に活動中！トピックス

中央公民館 1階ロビー
ふれあい広場展示

御所公民館手作り展

どうぞご来場ください！

２月24日（金）まで２月24日（（金）金）まで
菊地悠　油彩画展

　今年度御所公民館で開催した生涯学習事業の手作り作品
を展示します。入場料無料です！
【開催日】３月２日（金）～４日（日）　【場　所】御所公民館 
【時　間】９：00～17：00（４日は～16：00）

　雫石町スポーツ推進委員（旧：体育指導委員）は、町民のスポーツ実施率アッ
プを目的にさまざまな活動を展開しています。
　その内容は、①定期的なスポーツ教室の開催、②地区運動会のウォーミング
アップ・運営、③親子レク等への講師派遣、④町内スポーツイベントでの競技
運営、⑤町内スポーツ行政の方向性検討、と多岐にわたります。
　また、地域課題をスポーツという切り口から解決することも今後必要となっ
ていく中、ますます委員の活動が重要になってくるものと見込まれています。
　広報や町ホームページでは、スポーツ教室に関する情報を掲載しています。
　また、（財）雫石町体育協会が事務局となり、「雫石町スポーツリーダーバンク」が運営されています。親子レクや
行政区等のグループでスポーツを楽しみたい方は、ぜひご利用ください。

【スポーツ推進委員に関する問い合わせ】社会教育課（内線288）

ミニトピックス
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お知らせ：町営体育館　利用時間一部変更 ●お詫びと訂正●
　体育館内のワックス清掃作業により、下記期間の利
用時間が一部変更となります。
【期間】３月５日（月）～７日（水）
【問い合わせ】町営体育館（TEL：692-5030）

　１月号の掲載記事に誤りがありましたので、ここに
お詫びして訂正いたします。
P1特集の写真（誤）西根小学校→（正）安庭小学校
町民並びに関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしたこ
とを深くお詫び申し上げます。

～　教育委員会諮問機関　委員を公募します　～
機　関　名 図書館協議会（利用者を代表する委員） 町文化財保護審議会（公募委員）

委員の役割 図書館の行う図書館奉仕について意見を述べ、
運営に関する事項を審議します。

文化財の保存及び活用に関し、町指定の可否な
ど、重要な事項を調査審議します。

募
　
集

　
要

　
項

募集人員 １人 ２人以内
任　　期 平成24年４月１日から２年間
募集期間 ２月20日（月）～３月10日（土） ３月12日（月）必着

応募資格
（次の項目
すべてを満
たす方）

①20歳以上
②応募日現在、町の他の付属機関の委員になっ
ていないこと

③平日の日中に開催する会議（年２回）に出席
できること

①20歳以上
②応募日現在、町の他の付属機関の委員になっ
ていないこと
③平日の日中に開催する会議（年１回程度・不
定期）に出席できること

応募方法

官製はがきに、①住所　②氏名　③生年月日　
④性別　⑤連絡先電話番号及び図書館について
の考え　を簡潔に記入の上お申し込みください。

官製はがきに「町文化財保護審議会委員希望」
と明記し、①住所　②氏名　③年齢　④性別　
⑤電話番号及び応募動機を簡潔に記入の上お申
し込みください。

その他 選考結果は、３月20日（火）ころ申込者本人あてお知らせします。

申し込み・
問い合わせ

〒020‒0555
　雫石町上曽根田114番地
　雫石町立図書館（692‒5959）

〒020‒0595
　雫石町千刈田５番地１
　雫石町教育委員会社会教育課（692‒6590）
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広報「教育しずくいし」 3月号は　 3月 8日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　私の恒例「年１回は行くぞ！スキー」に行ってきました。近年は
人が少なく、並ばずにすむ!!と思う一方で、少し寂しく感じます。
今月は世界アルペン開催記念大会に加え、全日本学生スキー選手権
も開催！観戦＆スキー＆温泉のフルコースはいかがですか？（Ｎ）

　たまには表紙に写真をどどーんと載せてもいいかなあ…などと思
い、今月は裸参り1枚に絞ってみました。冷たい雨も降る中、無事
歩き切った祈願者、沿道に駆けつけて下さった見学者、関係したす
べてのみなさんに、今年ご利益がありますように！（Yasu）

心豊かに暮らせるまちづくり　～雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツのお知らせ

第１部　～唄と踊りの披露
第２部　～平成23年度各種大会最優秀賞等受賞者披露
第３部　～第20回記念特別企画
高八卦ちえこ＆福田こうへい　～二人のビックショー～

【日　時】３月４日（日）12：00開演（11：00開場）
【場　所】野菊ホール
【入場料】全席指定
　　　　 S席 完　売　Ａ席1,500円　Ｂ席1,000円
【前売券】中央公民館及び各地区公民館で絶賛販売中！
当日券は前売券が売れ残った場合のみ各500円増しで発
行します。良い席はお早めに！

【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

【期　日】５月20日（日）
【場　所】雫石町総合運動公園　陸上競技場
【コース】雫石町特設コース（陸上競技場発着）
【種　目】ハーフ、10 km、４km、３km、家族ペア
【参加料】一般3,000円／高校生1,500円
　　　　 小中学生1,000円／家族ペア3,500円
【申込方法】①インターネット　②専用の振替用紙
＊いずれかの方法でお申し込みください。
【締　切】３月30日（金）
【問い合わせ】社会教育課（内線288）

第20回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり 第28回岩手山ろくファミリーマラソン 参加者募集中！
前売券残りわずか！ 新緑の雫石を駆け抜けよう！
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