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　平成24年３月１日、長山にあ
る岩手山神社の夫婦杉が町の天
然記念物に指定されました。
　杉の巨木が２本並ぶ姿はまさ
に圧巻です。

本の中　ドキドキ、ワクワク　あふれてる （瀬川　ちせ　七ツ森小 4年）
家読標語コンクール　入選作品　

学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ
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特集 ～平成24年度教育施策方針（要約版）～
　教育を取り巻く環境は、我が国の経済状況の悪化等を要因として大きく変化しており、子どもの学ぶ意欲や学力・
体力の低下などの課題が指摘されております。このような状況の中で、「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。
　このため、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、だれもが生
涯を通じて主体的に学び、支え合うことのできる社会の実現を目指した教育行政を進めてまいります。

第１ 「学校教育の充実」

第２ 「社会教育の推進」

○確かな学力を育む環境づくりに取り組みます
①退職教員による現職教員の指導等により、教員の授
業力向上を目指します。
②「家に帰ったらまず学習」により、家庭学習の定着
を図ります。
③全国学力・学習状況調査を全学校で実施し、学力の
向上を目指します。

○健やかな体を育む環境づくりに取り組みます
①運動能力の向上と体力づくりの推進に取り組みます。
②学校給食を通じた食育の推進に
取り組みます。
③放射性物質濃度検査を実施し、
学校給食食材の安全安心を確保
します。

○効果的な教育環境づくりに取り組みます
①学校評価を適切に実施し、学校改善に生かします。
②小・小連携交流会などにより、学校等校種間連携を
推進します。
③地域ぐるみの学校安全整備体制事業を推進します。
④雫石中学校耐震化について、整備方法等の方向性を
決定します。
⑤（仮称）小学校適正配置検討委員会を立ち上げ、基
本的な方針を決定します。

○豊かな心を育む環境づくりに取り組みます
①道徳教育の充実に取り組み、人を思いやる心を育み
ます。
②不登校対策は、相談体制を充実させ適切に対応しま
す。

○「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社会の実現に努めます
①総合的な生涯学習環境の整備充実及び多種多様な学
習機会の提供を図ります。
②町民の学習活動・交流の場である中央公民館・各地
区公民館及び図書館の機能充実を図ります。

④静岡県富士市との少年交流事業により、子ども達の
協調性や思いやりの心を育みます。

③「読書の推進」と「あいさつ運動」を全町課題とし
て取り組み、教育振興運動を推進します。

⑤ホームページの充実及び広報「教育しずくいし」に
より、情報提供を図ります。

ににに
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第３ 「文化芸術の振興と文化財の保護・保存及び活用」

第４「生涯スポーツの振興」

・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
の鑑賞機会を提供します。
②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を拡充します。

④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・保全と有効活用を行います。

・スポーツやレクリエーションは、自己表現・ストレス発散はもとより、活力ある地域社会の形成と健康で明るく
豊かな生活を築く上で、重要な役割を果たすもの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等との連携協力により、ス
ポーツ・レクリエーションを推進します。

②競技スポーツの振興と競技力向上については、全国
規模の大会で活躍で
きる選手を輩出する
よう、選手強化に努
めます。

③東京芸術大学合宿招聘事業を実施します。

⑤郷土の歴史理解と郷土愛護思想の普及啓発を行い
ます。
⑥歴史民俗資料館の機能充実・有効利用に努めます。

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（2・3月）
―その１　議案編（３月）以下の議案が可決されました―

１．課長の人事に関し議決を求めることについて
２．町文化財保護審議会委員の委嘱に関し議決を求
めることについて
３．町立図書館協議会委員の委嘱に関し議決を求め
ることについて
４．町教育委員会行政組織規則の一部改正について
５．町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する
規則の一部改正について

６．町立学校職員の勤務時間等に関する規則の一部
改正について
７．町教育委員会専決代決規定の一部改正について
８．町公民館条例施行規則の一部改正について
９．町地域振興センター設置条例施行規則等の廃止
について
10．町立図書館管理運営規則の一部改正について
（紙面の都合上、件名の「雫石町」は「町」と略記しました）

―その２　質疑応答編（２月）―
　２月の教育懇談会では、「退職教員等による現職教員の授業力の向上について」、「小学校の適正配置につ
いて」、「中学校の耐震対策について」、「給食食材放射性物質濃度検査について」などが話し合われました。
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第３年次（平成24年度）の計画

目標：地域ぐるみの実践活動（子育ち環境浄化の取り組み）を推進します
・５者の会議で子育ち環境浄化の取り組みを確認します

　　→子ども・家庭・学校・地域・行政の５者協議でスタート！

・教育振興運動リーダー研修会を開催します

　　→各実践区から複数参加でリーダー養成！

・子育ち環境改善への取り組みを推進します

　　→雫石っ子の子育ち環境浄化に向け取り組みを工夫！

・みんなが集う子育て講演会を開催します

　　→地区民みんなが一堂に会して４地区公民館で開催！

・雫石町教育振興運動実践交流会を開催します

　　→３実践区の報告と１活動発表で取り組みの成果を共有！

教育振興運動の取り組みの様子は今年度も毎月お伝えします。【問い合わせ】社会教育課（692-6590）

　手足がうまく動かないあつこちゃ
ん、３年生になってとびばこに挑戦
です。毎日毎日練習して、やっと３
段を跳べるように！でも、授業参観
の日にみんなで７段を跳ぼうと決
定!!大騒ぎで練習を開始したあつこ
ちゃん、うまく跳べたでしょうか？

～家読におすすめ〈４月のテーマ「わくわくどきどき、新年度」〉町では『家読』に取り組んでいます～
　４月は保育園、小学校、中学校…、新しい世界への出発です。いろんな出会いが生まれ、また一回り大きく成
長することでしょう。今月はそんな新学期を迎えた子ども達が登場する作品を集めてみました。

　「あ～あ、ようちえんなんて行き
たくない。そうだ、ミオ、代わりに
行って！」猫のミオに言ったゆう
ちゃん。さて、朝起きると本当にミ
オがようちえんへ。あわてて追いか
けるうちにゆうちゃんは猫になっ
ちゃった！どうする、ゆうちゃん

　新学期最初の日、新任で少しも先
生らしくないダックス先生が紹介さ
れ、みんなの願いに反して４年１組
の担任になりました。この先生、と
にかく変わっているんです。どう変
わっているかって？まあ、読んでみ
てください！

ようちえんがまってるよ！
（こわせたまみ・作/秋里信子・絵）

ＰＨＰ研究所

きみはダックス先生がきらいか
（灰谷健次郎・作/坪谷令子・絵）

大日本図書

みんなで7だんね
（宮川ひろ・作/長谷川知子・絵）

ポプラ社

幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉

地区子育て講演会

実践交流会（家読標語表彰）

ミニ特集 ～教育振興運動　
雫石っ子の子育ち環境浄化を目指して～

　町の教育振興運動は、第１次推進計画（４年間）の３年次を迎えます。
　町内16実践区で、より地域に根ざした運動を目指して取り組み開始！推進協議会の総会
を４月下旬に開催し、今年度の推進計画などを決定し取り組んでいきます。
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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/

【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

【開催日】 5月から毎月１回・全10回
①５月16日（水）　②６月13日（水）
③７月11日（水）　④８月８日（水）
⑤９月12日（水）　⑥10月２日（火）
⑦11月14日（水）　⑧12月12日（水）
⑨１月23日（水）　⑩２月13日（水）

【時　間】 9：30～ 12：00
【場　所】 雫石公民館
【対　象】 町内在住の２～３歳児とその親
【定　員】 先着20組
【受講料】 無料（実費徴収あり）
【講　師】 木村純子さん
【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
ご準備願います。また、お子様のお弁当をお持ち
ください。
【申し込み】 4月23日（月）～ 27日（金）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）。

朝のさわやかな風を感じながら走ってみませんか？
【開催日】 5月13日（日）～10月14日（日）
　　　　 ＊毎週木・日曜開催
【時　間】 5：45　集合　
　　　　 6：00　ランニング開始
　　　　 ＊１㎞・２㎞・３㎞のコースがあります。
【集合場所】 中央公民館前
【対　象】 町内在住または勤務の方
【申し込み】 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）。なお、開催当日の現
地での申し込みも受け付けます。

バレーを通して、たくさんの仲間を作りませんか！
【活動日】毎週火・水・金曜　19：00～20：30
【活動場所】火曜：雫石中／水・金曜：西山公民館
【募集学年】小学１～５年生の男子
【会費】月1,000円（年会費1,000円）＊保険料込
【問い合わせ】代表　小田島充（090‒3366‒1845）
【その他】見学も随時受付！お気軽にお問い合わせ
ください。

　平成24年度から、中学校で柔道が必修科目になり
ました。少年団に加入して柔道を学びませんか。
【活動日】毎週水・木・土曜　18：30～20：00
【活動場所】雫石町営体育館　柔道場
【問い合わせ】代表　山崎忍（090‒7792‒2714）
【その他】見学も随時受付！お気軽にお問い合わせ
ください。

歌が好きな子みんなあつまれ！
【開　講】５月12日（土）
　　　　＊おおむね毎月２回・土曜日に開催します。
【時　間】10：30～ 12：00
【場　所】中央公民館
【対　象】町内の小中学生
【受講料】１人１ヶ月500円
【申し込み】４月27日（金）までに中央公民館へお申
し込みください（受付時間／平日８：30～ 17：15）。

早朝ランニング

団員募集！ 雫石排球男スポーツ少年団

団員募集！ 雫石町柔道スポーツ少年団

少年少女合唱教室

親子教室「おおきくなあれ」

雫石町体育協会から≪お詫びと訂正≫

　親子教室「おおきくなあれ」は、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。
みんなで楽しんでおおきな○をもらいましょう♪

　３月８日班回覧の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。

〈スポーツ安全保険の適用期間〉
【誤】平成24年３月→【正】平成25年３月

● ４月～５月の主な行事予定 ●
【４月】
　24日㈫ 教育委員会議
　27日㈮ 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
　10日㈭ 雫石町教育研究会
　19日㈯ 中学校体育祭
　20日㈰ 第28回岩手山ろくファミリーマラソン
　24日㈭ 教育委員会議
　26日㈯ 小学校運動会
（雫石・七ツ森・御明神・橋場・大村・安庭）

　27日㈰ 小学校運動会（上長山・下長山・西根）
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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】4月19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…『おひさまあはは』 ほか
・かみしばい…『ぷりぷりおしり』
・ペープサート（紙人形劇）…『ももんちゃんぎゅっ！』
・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28日(土)10：00
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『だれかあたしとあそんで』
　　　　　……… マーサ＝アレクサンダー さく・え
・『いやだ あさまであそぶんだい』
　　　　　…………… ヘレン・クーパー さく　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！（2/21～3/20受け入れ分　計110冊）

・アネモネ探偵団 ③ ……………………近藤　史恵
・狼ばば様の話……………………………柏葉　幸子
・環境技術で働く…………………………藤井　久子
・ブー！ブー！ダイアリー
　　　　　……………レイチェル・レネ・ラッセル
・省エネの大研究…………………………山川　文子
・卒　業…………………………… 小林　深雪 ほか
・ちょうつがいがきいきい………………加門　七海
・とっておきのはいく…………………村上　しいこ
・うわさのとんでも魔女商会……あんびる　やすこ
・西遊記 10 ～迷の巻～ ……………………呉　承恩
・いのち運んだナゾの地下鉄……………野田　道子
・みんなを守るいのちの授業……………片田　敏孝
・児童文学キッチン………………………小林　深雪
・ジェンナ……………………メアリ・Ｅ・ピアソン
・おべんとう………………………………小西　英子

● ヤング・児童書 ●

〈４～５月の休館日ご案内〉
　　　【４月】16､ 23､ 29､ 30日
　　　【５月】３～5、7、14、21、28日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・にほんのおまじない…………………広田　千悦子
・プロメテウスの罠……………朝日新聞特別報道部
・90分解説 ＴＰＰ入門 ………日本経済新聞社・編
・100歳の金言 …………………………日野原　重明
・絆の風土記……………………日本経済新聞社・編
・よくわかる最新「病」の予防と治療法…田中　一彦
・風が笑えば…………………………………俵　万智
・他人の心理学……………………………渋谷　昌三
・プロ野球重大事件………………………野村　克也
・空海さんに聞いてみよう。……………白川　密成
・永田農法の野菜づくり事典…………永田　照喜治
・ブレイキング・ナイト………………リズ・マレー
・自衛隊かく闘えり………………………佐木　隆三
・襤褸の旗…………………………………出井　康博
・漢字の魔力………………………………佐々木　睦

・降霊会の夜………………………………浅田　次郎
・ＰＫ……………………………………伊坂　幸太郎
・ヘルたん……………………………………愛川　晶
・デッドエンド………………………………今野　敏
・とにかくうちに帰ります……………津村　記久子
・北風の吹くころには…ダニエル・グラッタウアー
・東雲の途……………………………あさの　あつこ
・ナインデイズ……………………………河原　れん
・築地ファントムホテル……………………翔田　寛
・ここはボツコニアン…………………宮部　みゆき
・罪　悪…フェルディナント・フォン・シーラッハ
・レンタルの白鳥………………ジョーン・エイケン
・猫　弁……………………………………大山　淳子
・青銭大名……………………………………東郷　隆
・玉村警部補の災難…………………………海堂　尊

【児童書ベストランキング展】開催 !!

　4月23日は“子ども読書の日”。そしてこの日か
ら５月12日は“こどもの読書週間”。こどもに読
書を勧めるだけでなく、大人にとってもこどもの
読書の大切さを考えるとき、それが「こどもの読
書週間」です。
　これにあわせて、図書館ではベストランキング
展を開催します。今回は児童書をメインにランキ
ングを発表。どんな作品がランキング入りしてい
るのか…。お楽しみに！

【期間】４月25日（水）～５月12日（土）

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」№83 上長山小学校　編～

次回は七ツ森保育所からの情報をお送りする予定です。

「上小オアシス」でフレッシュにスタート！ 上長山小学校　校長　佐々木　弘
　上小には、二つの自慢があります。
　一つ目は、「実のなる森」です。
　今から17年前の平成７年、創立120周年を記念し、Ｐ
ＴＡの皆さんが中心になり地域の方々のご協力をいただ
き「実のなる森」が作られました。
　約40種類、90本の実のなる木々が校舎横の土手に植え
られました。今ではすっかり大きくなり、「スグリ・ブ
ルーベリー・桑の実」等の自然の恵みを味わうことが、
子ども達の楽しみの一つになっています。
　食べている時の子ども達は、素敵な笑顔をしています。
自然の恵を味わいながら、６年間季節を感じることがで
きることは、上小ならではの幸せです。
　そして、二つ目は、同じ年に始まった「オアシス運動」
です。
　「オ」…おはようございます。さようなら。 （挨拶）
　「ア」…ありがとうございます。           （感謝）
　「シ」…ぼくがします。                   （自主）
　「ス」…すみません。ごめんなさい。       （謙虚）

　昨年度より、さらに上小の自慢にしようという願いを
込めて、「上小オアシス」と名称をリニューアルしました。
　「上小オアシス」の４つの要素は、人生を豊かに生き
ていく上でとても大事なことです。
○学校、家庭、地域でも、コミュニケーションの基本に
なる挨拶を進んでできる心
○自分が他者に生かされ、社会が助け合いの絆で結ばれ
ている。そのことに素直に感謝できる心
○人任せにするのではなく、人のために自主的に行動で
きる心
○失敗や過ちを詫びることができる謙虚な心
　「実のなる森」の実が一つ一つ形も味も違うように、
子ども達一人一人には個性があります。その個性を大事
にし、一人一人の子どもが「上小オアシス」の花を咲か
すことができるように、私達教師は太陽のように愛情の
光をたくさん注ぎたいと思います。
　今年度も、上小をよろしくお願いいたします。

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！

どうぞよろしくお願いします！～平成24年度教職員人事異動紹介トピックス
　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。雫石の子ども達のため、そして町の教育行
政発展のため、どうぞよろしくお願いします。
学校名 職　名 氏　名 前任校 学校名 職　名 氏　名 前任校

雫石小 副校長 藤井　新一 重茂小 南畑小 教　諭 多田　　滋 国見小
教　諭 石川　寛記 新採用 養護教諭 菅川　雪恵 大村小

七ツ森小 副校長 猪股　正光 水分小 安庭小 教　諭 桝本　隆行 大更小
教　諭 髙橋　幸博 古舘小

雫石中

副校長 君塚　圭一 大東中

上長山小 副校長 小笠原洋子 手代森小 教　諭 伊藤　　学 上郷中
教　諭 佐々木祐輔 巻堀小 教　諭 高橋　知浩 山田中

西根小 副校長 加藤　　宏 崎山小 教　諭 齋藤　香奈 広田中
教　諭 青木　久美 大村小 教　諭 尾藤　文則 紫波一中

御明神小
副校長 高橋　正好 磐清水小 教　諭 大庭　拓也 初任（神奈川県）
教　諭 菅田　琢子 遠野小 教　諭 川島　　亮 矢巾北中
養護教諭 石川眞由美 新里中 教　諭 藤島久仁江 宮古西中

橋場小 校　長 角館まり子 成田小 養護教諭 一ノ澤育子 山口小
教　諭 増田　　誠 五日市小 事務主査 長坂　征子 厨川中
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広報「教育しずくいし」５月号は　５月10日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　最近の楽しみは、今年度保育園に入園した姪2人の一日の報告
を聞くことです。毎日新たな体験をさせてもらい、朝も嬉しそう
に保育園の準備をする姿を見ながら、新年度ということで私自身
も心新たに一日一日を過ごしていきたいと思います。（Ｎ）

　今年は4月になっても外は未だに冬景色。春らしくなるのはい
つの日か…それはさておき、今年度も広報編集担当。9年目！で
すが、マンネリにならないよう、また気持ちを新たに臨みたいと
思います。1年間どうぞよろしくおねがいいたします。（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・スポーツの今をお届け！

県営屋内温水プール「ホットスイム」からのお知らせ
４月から管理者が〔岩手ビルサービス・陽光セントラル共同企業体〕に変更となりました。

＜新指定管理者からのご挨拶＞
　私達は、県民・町民の皆様の「一生涯の健康づくりに貢献」を合言葉に、「安心・快適・
安全」の施設で皆様をお待ちしております。今後は、各種充実したスポーツ教室を順次行
ってまいります。お気軽にお問い合わせ下さい。皆様のご来館、心よりお待ちしております。
【問い合わせ】ホットスイム（693‒3751）＊入場料及び営業時間の変更はございません。

【就学援助・奨学資金の24年度希望者を募集しています】

【自信をもたせ、自立を促す　～どんぐり広場～　適応指導教室開設中】

　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。

　「どんぐり広場」は、町内で不登校に悩んでいる児童生徒と保護者に対して、学校との連携のもとに相談・助
言指導を行い、児童生徒の学校復帰を図ることを目的に設置しています。

　「どんぐり広場」では、主に教育相談員・適応支援相談員が中心となって支援活動をしています。また、教育
に関する各種の相談にも対応しています。お気軽にご相談下さい。

＜主な支援＞
①諸体験を通して視野を広め、自分の良さを発見させる。
②基礎的な生活リズムを整える。
③挨拶や会話ができるようにする。
④好きな教科や興味を持つものに自主的に取り組ませる。
⑤学習への支援を行い、学習することへの興味関心を高める。
⑥運動を通して体力をつける。
⑦教室での様子を保護者や学校に伝え、連絡を密にしながら支援に生かす。

①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11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 私立
高等学校 15,000円 20,000円
高等専門学校 18,000円 －
短期大学 25,000円 30,000円
大学（昼間部） 30,000円 35,000円
大学（夜間部） 15,000円 25,000円

【利子】無利子
【返済期間】高校や大学を卒業後、貸付期間の４倍の
期間（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（692-2111 内線294）

②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。
【申し込み先】お子さんの通学している学校
【問い合わせ先】
通学先の学校または学校教育課（692-6577）

【問い合わせ】学校教育課（692-6576）または勤労青少年ホーム内（692-0611）
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