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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　平成24年度雫石町スポーツ少年団結団式
は、４月８日（日）に町営体育館で行われま
した。
　町内の34団体のスポーツ少年団のうち、
17団体約200人の団員、約90人の指導者及
び父母が集まり、今年一年の決意を新たに
しました。

　結団式では、団員を代表して「西山ボンズスポーツ少年団の櫻小路蒼太（さく
らこうじそうた）君が先頭になり、団員全員でスポーツ少年団団員綱領の唱和を
行いました。
　実技では、岩手県体育協会アスレティックトレーナーの佐々木健次さんより「楽
しく体を動かしてパフォーマンスアップ」をテーマに指導していただきました。
　町民の皆様、スポーツ少年団の児童・生徒の活躍をどうぞ見守ってください。

スポーツの垣根を超え、心をひとつに！
平成24年度雫石町スポーツ少年団結団式

パパよんで　おひざのなかが　あったかい （曽根田　貴音　雫石小 2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 ～教育振興運動
　今年度の全町共通実践課題

　昨年、〈岩手県・全国に比べ、よりテレビやゲームに時間を奪われ、脳が疲れ果てて学
習効率が悪い〉雫石っ子の実態が浮き彫りになりました。
　そこで、４月24日に開催された教育振興運動推進協議会の総会では、全町で『テレビ視
聴（ゲーム遊び）時間の削減』に取り組むことを確認しました。

【教育振興運動に関する問い合わせ】社会教育課（692‒6590）

　北海道の春。雪はまだたっぷりあ
るけど、風でわかる。雪のにおいで
わかる。
　カッコウは不思議な鳥です。めっ
たに姿は見せないのですが、そのか
ん高い声は､ 北国の長い冬が本当に
終わった、と思
わせる一声なの
です。北海道の
野菜農家を舞台
に、春を待ちわ
びる少女と家族
を描いた絵本で
す。

～家読におすすめ〈５月のテーマ「自然の息吹を味わって」〉町では『家読』に取り組んでいます～
　北国の５月は、草や木々がいっそう緑色に染まり、虫たちも生き生きと活動する季節です。さぁ、外に出かけ
て自然との出会いを楽しみましょう。今回は自然の面白さ、素晴らしさに目を向けた本を選んでみました。

　おひさまは、誕生日を迎えた男の
子や、はじめてとんだかもめ、一人
ぼっちの子ねこ、畑の野菜、川のさ
わがに、林の中の子りすにもいっぱ
いいっぱいひかりのリボンをふりか
けるのです。いつも私たちを照らし
てくれるおひさまに感謝したくなり
ますよ。やすいすえこさんのやさし
い言葉と葉祥
明さんの美し
い絵が読み手
を優しい気持
ちにしてくれ
ます。

　木の上や草むら、石の下に水の
中。いろいろな場所で虫たちは暮ら
しています。昆虫写真家の栗林さん
は、虫たちをもっと近くで見たいと
考え、「虫の目カメラ」という特製
カメラを作ってしまいました。はた
して、写真の昆虫は実際とどのよう
に違ってい
るのでしょ
うか？

おひさま
（やすいすえこ・作/葉祥明・絵）
フレーベル館

発見(栗林さんの虫めがね第1巻)　
（栗林慧・文/写真）
フレーベル館

カッコウが鳴く日
（小泉るみ子・作/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〉

平成24年度の全町共通実践課題
★ 読書・家庭学習の時間を取り戻すために『テレビ視聴（ゲーム遊び）時間の削減』を！ ★

★　≪読書大好き雫石っ子≫の継続　★

≪テレビ視聴（ゲーム遊び）時間の削減≫への挑戦
①テレビ視聴（ゲーム遊び）＊平日は２時間以内を目標に！
②テレビを消して、家族で読書やだんらんを！
≪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６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実践交流の実施
　読み聞かせ活動交流／各実践区の取り組みを展示し交流

　昨年度の全町共通課題は≪読書推進≫と≪あいさつ運動の推進≫でしたが、≪あいさつ運動の推進≫については、
一定の効果が見られたことから、引き続き各地区で工夫しながら継続して取り組みます。

～　手軽に本を手にすることができるよう、公民館などに地域文庫をつくってみませんか？
「テレビを消して読書・学習」を雫石の文化遺産にしましょう！　～
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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）

校種間連携に関する問い合わせ　学校教育課（692‒6577）

 教育委員会定例会リポート（3・4月）
―その１　議案編（４月）以下の議案が可決されました―

１．雫石町就学指導委員会委員の委嘱並びに任命に関し議決を求めることについて
２．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

―その２　質疑応答編（３月）―

ミニ特集 ～今年度の小・小連携交流会ご案内
　平成21年にスタートした「小・小連携交流会」は、学校教育重点
努力事項の一つである「校種間連携の充実」における特徴ある交流
会の一つです。昨年度も、雫石中学校に集まる10校の小学校６年生
が、他の学校の先生の授業を受けたり友達を作ったりなど、一緒に
成長するんだという「絆」を大切にした交流会を行うことができま
した。
　この横のつながりを大切にした取り組みは、学校だけでなく保護
者の皆様にも参観のご案内をし、地域の方々の交流の場にもなって
きました。

　最近は、中学校に入学すると同時に、「この小・小連携交流会を通してできた友達と仲良く遊ぶ姿が見られ、とて
も良い」と、保護者の方々から好評をいただいております。９年間という義務教育を見通したこの活動を、小・中連
携等の他の事業と良いつながりを持たせながら、今後も取り組んでいきます。
　今年度も小・小連携交流会参観のご案内をいたしますので、ぜひご覧ください。雫石町の子どもたちはさらに健全
にたくましく育っていくと思います。どうぞご期待ください。

①小学校卒業式の服装について
　　　卒業生の服装がそれぞれの学校により対応が
さまざまだが、教育委員会としてはどのような指
導をしているか。

　　　中学校の制服を推奨している学校、それぞれ
の家庭に任せている学校等がありますが、教育委
員会としては現時点で指導等はしておりません。
ただ、一生に一度の小学校卒業式とは言え、服装
が豪華になり過ぎ、家庭の負担になるようでは良
くないとは思います。それぞれの学校で家庭の負
担も加味しながら適切な対応を取っていただけれ
ばと考えております。

②中学校の卒業式について
　　　ここ数年の卒業式と比較して大変立派だった
と感じたが、教育委員会ではどのように評価した
か。
　　　委員が感じられたとおり、卒業生、在校生と
もに態度が格段に向上して
おり、先生方の指導のたま
ものと評価しております。
今後とも、今年度と同様ま
たはそれ以上に充実した思
い出深い卒業式にしていく
よう、努力してまいります。

平成24年度小・小連携交流会　開催日程
期日 会場 交流校 合計

７月３日（火）
10：45～15：00

安庭小 下長山・御明神・大
村・南畑・安庭

56人

７月４日（水）
10：45～15：00

雫石小 雫石・七ツ森・上長
山・西根・橋場

99人

11月28日（水）
10：45～15：00

御明神小 雫石・下長山・御明
神・大村・南畑・安
庭

110人

11月29日（木）
10：45～15：00

七ツ森小 七ツ森・上長山・西
根・橋場

45人

　　委員 　　委員

　　教委 　　教委

＊このほかにも、町営体育館の床改修工事について、県営温水プールの指定管理者について、小学校適正配
置について、入学式の対応についてなどが話し合われました。
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　毎回500Kcal に抑えたメニューの調理実習と試食
を開催します。ダイエットに、美肌に、財布に協力
的な実行委員会です。
【日　時】５月30日（水）10：00～13：00
【場　所】中央公民館・調理実習室
【献　立】豚肉のねぎ味噌焼き　ほか
【講　師】雫石町食生活改善推進員連絡協議会
【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】５月25日（金）までに中央公民館へお申
し込みください（受付：平日８：30～17：15）。

【託　児】無料託児室を準備します。ご希望の方は
事前にお申し込み下さい。

～おとなの自家製カレー～
【日　時】６月24日（日）10：00～13：00
【場　所】中央公民館・調理実習室
【講　師】雫石町食生活改善推進員連絡協議会
【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】６月14日（木）までに中央公民館へお申
し込みください（受付：平日８：30～17：15）。

【託　児】無料託児室を準備します。ご希望の方は
事前にお申し込み下さい。

【主　催】町教育委員会・（財）雫石町体育協会
【主　管】雫石町山岳協会
【期　日】６月17日（日）
　　　　 7：15役場前駐車場集合／７：30出発
【行き先】遠別岳（1,235ｍ）岩泉町・葛巻町・久慈市
【対象・定員】町内在住または勤務の方・先着40人
【参加料】１人1,000円（保険料等）
【持ち物】昼食・雨具・着替え等
【申し込み】５月24日（木）８：30から受付開始。６月
３日（日）までに町営体育館へ電話でお申し込みく
ださい。

【その他】
 ・雫石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致しかねます。
【問い合わせ】（財）雫石町体育協会事務局
 雫石町営体育館内（692‒5030／担当：横森）

【応募資格】県内在住、出身者又は本籍がある方
【応募方法】所定の応募用紙またはハガキ、メール、
FAX。ハガキ、メール、FAX の場合は、①応募
テーマ（５点以内）、②氏名（ふりがな）、③年齢、
④性別、⑤職業（学生の場合は学校名・学年を記入）
⑥住所、⑦電話番号（連絡先）を記載してください。
【募集期間】５月31日（木）まで※必着
【表　彰】優秀作：賞状及び賞金（２万円）／佳作：
賞金（５千円）＊中学生以下の場合は図書カード
【発　表】６月29日（金）事業団ホームページに掲載
するほか、入選者には直接通知します。
【応募・問い合わせ】
〒020‒0023盛岡市内丸13番１号
［（公財）岩手県文化振興事業団総務部内］第65回
岩手芸術祭実行委員会事務局　テーマ募集係
（654-2235・ＦＡＸ625-3595）
URL：http ://www.iwate-bunshin.jp
E-mail：geijyutsu65@iwate-bunshin.jp

2016年いわて国体大会　愛称・スローガン募集！
【募集する作品】
①大会愛称……大会を親しみを込めて呼ぶ名前。
・「東日本大震災津波災害からの復興のシンボルと
なる国体」にふさわしいもの。
・岩手の歴史、風土、文化等から連想される「岩手
らしさ」があふれるもの。
・「岩手（いわて・イワテ・IWATEも可）」と「国体」
の文字を入れる。
②スローガン……大会の趣旨及び目的を印象付ける
言葉・キャッチコピー。
・選手、スタッフ、応援者など、大会を取り巻くす
べての人が想いを共有できるようなメッセージ。

【募集期間】５月31日（木）まで※当日消印有効
【賞及び記念品】①大会愛称　②スローガン
　それぞれ最優秀賞１作品・優秀賞３作品
【応募・問い合わせ】
 〒020‒0023岩手県盛岡市内丸11番１号
　第71回国民体育大会岩手県準備委員会事務局
　（岩手県政策地域部　国体室内）
　 大会愛称・スローガン募集　係
　 （629‒6294・6295）

ヘルシークッキング～500ｋｃａｌ実行委員会

コダワリクッキング～グッド・エプロン倶楽部

雫石町民登山
第65回岩手芸術祭　テーマ募集！

第71回国民体育大会

 【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 ://yokobs.net/sitei_kanri/hot_swim/index.html/

【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
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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！

平成23年度（第18回）『宮沢賢治作品読書感想文コンクール』入賞者発表

【小学校低学年の部】
賞 所 属 校 学年 氏　　名

最優秀賞 七 ツ 森 ２ 戸　塚　由　久
優 秀 賞 七 ツ 森 ２ 鷲　津　永　子
佳　　作 七 ツ 森 １ 上　路　華　子

七 ツ 森 ３ 瀬　川　ち　せ

【小学校高学年の部】
賞 所 属 校 学年 氏　　名

最優秀賞 七 ツ 森 ６ 鈴　木　夕　萌
優 秀 賞 七 ツ 森 ４ 須　藤　　　駿

大  村 ６ 吉　田　貴　耶
佳　　作 七 ツ 森 ４ 鷲　津　加　子

七 ツ 森 ５ 石　川　瑞　穂
橋  場 ５ 安　本　真　琴
七 ツ 森 ６ 日　向　崚　介
御 明 神 ６ 三　輪　初　音
橋  場 ６ 坂　本　志　穂

【中学校の部】
賞 所 属 校 学年 氏　　名

最優秀賞 雫  石 ３ 間田澤　成　美
優 秀 賞 雫  石 １ 佐々木　楓　佳

雫  石 ２ 佐々木　真　耶
佳　　作 雫  石 １ 伊　山　　　琳

雫  石 １ 佐々木　利　奈
雫  石 １ 中　村　沙　羅
雫  石 ２ 小野寺　海　渡
雫  石 ２ 荒屋敷　奈　侑

　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23年度当時のものです）。

ハイレベルのゲートボールを見てみよう！トピックス2

トピックス1

第64回県民体ゲートボール競技　雫石町で開催！
【日　時】
　６月16日（土）競技時間９：30～16：20（予定）
　　　17日（日）競技時間８：30～14：10（予定）
【会　場】　雫石町総合運動公園 陸上競技場

　日本由来のゲートボール競技は、ニュースポーツ数
ある中で65年の歴史を持ち、国体競技にもなろうとし
ています。雫石町ゲートボール協会は、昨年の県民大
会において年齢無差別の部で全勝優勝、平成17年には
町村の部で３回目の総合優勝、スーパーシニア大会で
は平成22年度に東北大会で優勝するなどの成果を挙げ
ております。
　こうした環境のもと、雫石町で開催される県民体育
大会で国際レベル・全日本レベルの本物のゲートボー
ルを家族揃って見に来て下さい。
【問い合わせ先】大会実行委員会事務局
〒020-0573 雫石町南畑32‒332‒1（090-4551-0829）

● ５月～６月の主な行事予定 ●
【５月】
　10日㈭ 雫石町教育研究会
　19日㈯ 雫石中学校体育祭
　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）
　31日㈭ 雫石中学校国道等清掃活動

【６月】
　２日㈯ 南畑小学校運動会
　９日㈯～10日㈰
 雫石町春季スポーツ少年団野球大会
　16日㈯～17日㈰
 第64回県民体育大会ゲートボール競技
　16日㈯～18日㈪
 岩手地区中学校総合体育大会
　20日㈬ 小学校陸上記録会
　25日㈪ 教育委員会議
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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】5月17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…『おふろでちゃぷちゃぷ』 ほか
・かみしばい…『てであそぼ』
・パネルシアター…『ぞうさんのさんぽ』
・こうさく…『わなげをつくってあそぼう』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！

【日　時】5月26日(土)10：00
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『月とごちそうをわけあった牛がえる』
　　　　　…………………… なかむら　ふさこ さく
・『うさぎのいえ』………………… 内田　莉莎子 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！（3/21～4/20受け入れ分　計190冊）

・一年四組の窓から…………………あさの　あつこ
・天空の少年ニコロ ３ ……………カイ・マイヤー
・アンパンマンとバナナダンス……やなせ　たかし
・おおきな木のおはなし
　　　　　 ……メアリ・ニューウェル・デパルマ
・ゆめのスカイツリー…………………谷川　俊太郎
・きこえる？……………………はいじま　のぶひこ
・パンダのポンポン…………………………野中　柊
・ようちえんがばけますよ……………内田　麟太郎
・新聞を読もう １～３ …………鈴木　雄雅・監修
・シリーズはたらく農業機械①～⑤
　　　　　 ………………………高井　宗宏・監修
・やくそくだよ、ミュウ………………小手鞠　るい
・バーティミアス ソロモンの指輪<３> スナネコ編
　　　　　 ………………ジョナサン・ストラウド
・おたんじょうびね、ムーミントロール
　　　　　 ……………… トーベ・ヤンソン ほか

● ヤング・児童書 ●

〈５～６月の休館日ご案内〉　【５月】14､ 21､ 28日　　　【６月】4、11、18、25日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・私が弁護士になるまで…………………菊間　千乃
・子連れ防災手帖…………………… つながる.com
・知識ゼロからの神社入門……櫻井　治男・総監修
・10年着るための衣類ケアブック
　　　　　 ………………… 石川　理恵 取材・文
・世界を号泣させた日本人…………………黄　文雄
・日本の試練……………………………櫻井　よしこ
・日本人の底力～東日本大震災１年の記録～
　　　　　 …………………………産経新聞社・編
・福島原発の真実 最高幹部の独白 …今西　憲之 ほか
・大平光代のくじけない生き方…………大平　光代
・塩麹のおかず甘麹のおやつ…………坂田　阿希子
・マンボウ最後の家族旅行…………………北　杜夫
・昭………………………………………佐藤　あつ子
・はなちゃんのみそ汁…………… 安武　信吾 ほか
・たった１ヶ月できれいになれる奇跡の法則
　　　　　 ……………………………西村　有紀子

・鼠、剣を磨く……………………………赤川　次郎
・三匹のおっさんふたたび…………………有川　浩
・かすてぃら……………………………さだ　まさし
・猫背の虎 動乱始末 ……………………真保　裕一
・パラダイス・ロスト………………………柳　広司
・炎上～警察庁情報分析支援第二室<裏店>～
　　　　　 ………………………………遠藤　武文
・壬生烈風～幕末京都守護職始末～…藤本　ひとみ
・居心地の悪い部屋…ブライアン・エヴンソン ほか
・ナミヤ雑貨店の奇蹟……………………東野　圭吾
・心霊探偵八雲 ９ …………………………神永　学
・高原のフーダニット…………………有栖川　有栖
・平蔵の首……………………………………逢坂　剛
・ミステリアス・ショーケース
　　　　　 ………… デイヴィッド・ゴードン ほか
・白い死神………………………ペトリ・サルヤネン

平成23年度蔵書点検が終了しました
　3月14日（水）～21日（水）までの８日間、図書館
を休館し、蔵書点検作業を行いました。この作業
では【図書が本来あるべき場所にきちんとあるか】
などなどを点検していきます。その結果……残念
ながら41冊の所在不明図書がありました。
　所在不明などで図書を利用できなくなることが
ないよう、皆さんのご協力をお願いします。

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

お知らせください
引っ越し等で住所や電話番号などが図書館利用者登
録時と変更がある方は、図書館へご連絡下さい。
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№84 七ツ森保育所　編～

次回は雫石高等学校からの情報をお送りする予定です。

地域子育て支援の拠点として
　七ツ森保育所では、地域の老人クラブ等の人との関わ
りの中で、自己肯定感を持ち、豊かな心と丈夫な身体を
育む活動に取り組んでいます。その一つとして農園づく
り、各種の野菜を地域の方と共に育て、収穫し味わう中
で、多くの事を学んでいます。「食」に興味・関心を持ち、
自然物とのふれ合いを体験できます。この他、夏まつり
は父母会の協力を得て盛大に開催、年長児は生森山登山、
プラネタリウムや防災センター見学、メロディオン演奏
などの活動に取り組んでいます。

　また、地域子育て支援の拠点としての役割を果たすた
めに、様々な事業に取り組んでいる当園は、昨年度新事
業として、病後児等保育事業を開始しました。「にこに
こルーム」という名称の専用保育室で、病気の回復期等
のお子さんをゆったりと安心して過ごせるよう配慮しな
がら、保育士・看護師が保育しています。子育て中の方々
にご利用いただければと思います。
　今後も、地域の方々に温かく見守られ、支えられなが
ら、園児一人ひとりに合わせた保育サービスの提供と、
子育てと就労の両立支援、地域子育て支援の充実に努め
て参ります。

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！

『列車通学生のマナーアップ啓発活動』を実施しました！ ～４月27日（金）トピックス3

　雫石町では、雫石駅舎内で朝７：45～８：15の約30分間、雫石高
等学校生徒10人・先生５人と社会教育課職員３人の計18人が、朝
のあいさつとともに「ちょっと気づかい　ゆずりあい」という
キャッチフレーズが書かれた啓発カード入りのポケットティッ
シュを配布しながら、乗車マナーアップの呼びかけを行いました。

　特にも、参加した高校生の皆さんの元気なあいさつが
活動を活気づけ、電車通学の高校生にも積極的に呼びか
けをしてくれました。

　4月27日（金）、青少年健全育成の一層の推進を目的として、盛岡地区の町村及び関係機関が連携して列車通学生
へのマナーアップ啓発活動を行いました。
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広報「教育しずくいし」６月号は　６月14日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　先日、昨年秋に歴史民俗資料館の『あそびのファンクラブ』昔
の味噌づくり編に参加して作った味噌で味噌汁を作ってみまし
た。いつもよりおいしく感じたのは自分で作ったせい？！今年も『あ
そびのファンクラブ』開催中！お気軽にお問い合わせ下さい。（Ｎ）

　最近、娘2号（1歳2か月）が「バッケ」と口癖のようにしゃ
べるようになりました。まだ意味のある言葉にはならないまでも、
日々の成長を実感する今日この頃…ところで、「バッケ」って何？
（もちろんフキノトウを指して言っているわけではない）（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

【問い合わせ】学校教育課（内線296）

４月27日現在、調理後の給食・町内産野菜類ともに放射性セシウムが検出されたものはありません。

学校給食・町内産野菜類の放射性物質を測定中！

【雫石町小学校適正配置検討委員会　委員を募集します】

　教育委員会では、学校給食の放射線の影響に対する不安を軽減するため、簡易放射能測定器を購入し、各学校
で調理・提供された１食分と産直農家から直接仕入れる町内産の野菜で使用量の多い食材について、サンプリン
グ測定を実施しています。

【測定方法】CAPTUS‒3000Ａ型食品等放射能検査装置［アメリカ
製のNaI（TI）シンチレーション検出器（簡易測定器）］を使用し
ています（厚生労働省の一般食品のスクリーニング法に合致する
機器です）。
【測定時間と検出限界値】約20分測定で、セシウム約10ベクレル／
キログラムとなります。ただし、測定する試料の質量などの違い
により、１キログラム当たり10ベクレルを超える場合があります。
【測定対象】町内の各小中学校調理場で調理・提供された給食を週
１回、指定日に測定をしています。
【測定場所】雫石小学校
【測定結果の公表】１週間分の測定結果について、翌週町のホーム
ページ等で公表します。

　雫石町においても少子高齢化が進行しており、教育を取り巻く環境も非常に厳しいものとなっております。当
教育委員会としても、子ども達の教育水準を維持・向上させるためには、ある程度の集団の中で多様な価値観に
触れながら切磋琢磨していくことが必要であると考えております。
　現在、町内の小学校では４つの学校に複式学級があり、５年後の平成29年度では５つの学校が複式学級を有し、
小学校の合計児童数も140人程度減少することが予測され、統合も含めた小学校の適正配置については、避ける
ことのできない重要な課題となっております。
　このようなことから、当教育委員会では今年度「雫石町小学校
適正配置検討委員会」を設置し、議論を進めることとなりました。
検討委員会のメンバーは、有識者２人、学校関係者２人、各小学
校のPTA代表10人、公募委員２人の合計16人で構成する予定で、
年４回程度の会議を想定しております。
　今回は、この公募委員を募集します。なお、応募者多数の場合
は、書類審査を行います。
【募集人数】　２人　
【応募に必要な書類】
 履歴書（様式は問いません。写真の貼付も不要です。）
 ※応募の動機は必ず記載してください。
【提出期限】６月15日（金）※必着。郵送及び持参どちらでも可。
【提出先】〒020-0595　雫石町千刈田5-1　雫石町教育委員会学校
教育課（692-6577または6578）

トピックス4
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