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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　12月１日（土）野菊ホールを会場に、雫石町教育振興運動実践交流会が開催されまし
た。町の子育てを「学校・家庭・地域・行政」のみんなで一緒に考え合う場です。

　開会行事では、家読標語入選者12人の児童が表彰され、続いて、国立病院機構仙台
医療センターの田澤雄作部長に、幼児期以降ではすべてのメディアへ接触する総時間
数を制限することの重要性などを、具体的な事例をもとに講演をしていただきました。

　また、３つの実践区には、「テレビ、ゲーム時間の削減」や「読書運動」について実践発表と報告をして
いただきました。いずれの実践発表も、地域の方々とともに児童の皆さんも堂々と発表してくれました。

学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

　かつて雫石にも酒屋があった時代に、蔵廻りの若者たちが健康を祈願して歩いたのが始まりで、昔は「あみだ
参り」と呼ばれていました。幾度の中断を経て昭和55年に再興した裸参り、今年も若者たちが腰みの、横綱、お
守りなどの装束を身につけ、厳寒の雫石を練り歩きます。
　午後１時、三社座神社前出発予定！永昌寺（下寺）までの1.2 kmをおよそ２時間かけて歩きます。
　【日　時】１月20日（日）午後１時　三社座神社出発　／　午後３時ころ　永昌寺（下寺）到着まで
　【問い合わせ】社会教育課（692-6590）

平成２４年度雫石町教育振興運動実践交流会　開催 ！

真冬の雫石の風物詩！平成２５年雫石町裸参り

家読標語コンクール　入選作品　

時間決め　今日も取り組む　家読書 （田屋舘　純　安庭小 5年）

特集

お知らせ

【受付のにぎわい】 【家読標語入選者全員で記念撮影！】 【田澤雄作氏による講演会】

【上長山小学校「こまくさお話の森」
による読み聞かせの実践発表】

【御明神小学校　「家庭学習時間」と
「家読時間」の増加の報告】

【南畑小学校「家庭学習の習慣化」、
「挨拶運動」への取り組み】
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特集 ～子ども・学校・家庭、一緒に目指そう！学力向上！！
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【問い合わせ】学校教育課（692‒6577）

　昨年10月に、県内の小学４年生（国語・算数・質問紙）・５年生（国語・算数・理科・質問紙）、中学１年
生（国語・数学・英語・質問紙）・２年生（国語・社会・数学・理科・英語・質問紙）の児童生徒を対象と
した学習定着度状況調査が行われました。
　この調査は、児童生徒一人一人の学習の定着状況を把握し、その結果を基に指導の充実を図ることと、明
らかになった学習指導上の問題点を教育施策に反映させることにより、児童生徒の学力向上に資することを
ねらいとしたものです。
　この結果の中の質問紙における「家庭学習の実態」を昨年度と比較してご紹介いたします。

　今年度の中学校２年生と昨年１年生だった時のデータを比較すると、部活動の新人大会時期での調査であ
り、主要選手が多いためか、「２時間以上」が減少し、「ほとんどしない」と「30分未満」が増加しており、
あまりよい結果とは言えません。今年度の小学校５年生と昨年４年生だった時のデータを比較すると、今年
度は「２時間～３時間未満」と「30分～１時間未満」が増加しています。また、中学校１年生は「１時間～
２時間未満」「２時間～３時間未満」に集中し、県と比較しても学習時間が良好であると見てとれます。家
庭学習は時間だけの問題ではありませんが、習慣としても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。
　ぜひ各家庭においても、家庭学習の大切さを理解していただき、子どもに一声かけ、一丸となって子ども
たちの学力向上を目指していきましょう。

～平成24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～

平成23年度の児童生徒学年（％）
４年生 ５年生 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分未満 10.1 8.6 3.3 6.6 16.7 6.8 15.3 8.4
30分～１時間未満 41.8 47.3 51.6 36.7 38.2 28.5 36.1 31.9
１時間～２時間未満 39.9 31.0 38.6 43.9 29.2 48.0 29.2 43.2
２時間～３時間未満 3.8 6.9 3.9 7.1 5.6 11.6 6.3 10.1
３時間～ 1.9 2.5 0.0 1.7 1.4 1.7 0.7 1.5

平成24年度の児童生徒学年（％）
４年生 ５年生 中１ 中２

町 県 町 県 町 県 町 県
ほとんどしない 4.9 3.3 3.8 2.7 3.2 2.3 13.3 5.6
30分未満 7.6 8.3 7.0 5.3 2.6 4.7 18.9 8
30分～１時間未満 50.7 46.4 46.2 34.9 10.3 22.8 32.9 27.6
１時間～２時間未満 29.9 31.3 36.7 46.7 63.5 50.9 32.2 44.5
２時間～３時間未満 4.9 7.6 5.7 8.1 17.9 16.5 2.8 12.6
３時間～ 2.1 3.1 0.6 2.1 1.9 2.7 0 1.5

※どちらの年度とも無回答は数値に含まない

家に帰ったら、まず学習‼

『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）

平成24年度の
中 1 に注目！
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　学校・家庭・地域・学校歯科医との連携により、年間を通じて特色ある歯科保健活動を行って
いるとして、平成24年度岩手県学校歯科保健優秀校等に町内の次の小学校が選ばれました。１月
９日（水）、盛岡市で開催された「第48回岩手県学校健康教育研究大会」において表彰されました。
　　◎優秀校　　大村小学校　　◎優良校　　七ツ森小学校　下長山小学校　南畑小学校

祝・表彰‼「岩手県学校歯科保健優秀校・優良校」

3 広報●教育しずくいし●2013●1●No.94●

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（11・12月）
―その１　議案編（12月）―

12月定例会に提案された議題はありませんでした。
―その２　質疑応答編（11月）―

①小学校適正配置検討委員会について
　　　小学校適正配置検討委員会（以下、「検討委
員会」という。）を開いているようだが、その進
捗状況はどうか。

　　　検討委員会は、委員16人で現在まで３回の会
議を開いており、４回目の会議を１月16日（水）
に予定しております。小学校適正配置についての
提言書作成に向けて、さまざまなパターンごとに
それぞれのメリット・デメリット・課題等につい
て意見交換を行っている段階で、年度末までには
提言書をまとめたいと考えております。

②各学校のホームページについて
　　　各小学校でホームページを作成しようとして
いるようだが、現状はどのような状況か。
　　　各学校とも試行版をすでに運用しています
が、教職員による入力及び更新が容易であり、継
続的に更新を行い、活用が進んでいます。今後と
も、学校の情報公開を行い保護者及び地域住民へ
学校の活動を広く周知する、自然災害及び不審者
情報等の緊急事態発生時の連絡サイトとして運用
するなど、積極的な情報発信に努めてまいります。

　この本は、全国からいろいろな昔
話や伝説などを集め、１月から12月
までを１か月ごとのシリーズにして
まとめたものです。さて、どんな地
方のおもしろい話が始まるのでしょ
う。まずは、１年のスタート１月で
す。今年は巳年ですが、最初の話は、
どうして十二支が生まれ、ヘビの順
番が６番目になったの？…なぜネコ
の年はないの？…というお話です。

　木のてっぺんでお昼寝しようとお
もった「ヘビくん」ですが、かぜや
あめやゆきなど、いろいろなことに
じゃまをされて、なかなかてっぺん
にたどりつけません。とうとう上る
ことをあきらめた「ヘビくん」、さ
てどうなったとおもう？

　日本で最も古い書物とされている
「古事記」では、大昔の日本がこの
世の始まりから描かれています。こ
の頃はまだ神話の世界であり、物語
には様々な神が登場して、島をつく
り、みんなの住める国が出来上がっ
ていきます。その中で、「やまたの
おろち」という８つの頭の大蛇の話
があります。この機会に神話の世界
に入り込んでみてはどうですか。

〈これらの本はすべて町立図書館にあります〉

　　委員 　　委員

　　教委
　　教委

＊このほかにも、昔語り館の利用状況について、スポ少の活動時間について、小・中学校音楽会について、
上町教員住宅の解体について、総合芸術祭の作品展示について、七ツ森小金管バンドについて、各地区公
民館のスポーツ行事についてなどが話し合われました。

幼児・小学校低学年向け 小学校中学年向け 小学校高学年向け
ヘビくんどうなったとおもう？
〔宮西達也　作・絵〕㈱ポプラ社

１月のむかし話
〔谷真介　編・著／松本恭子・絵〕

㈱金の星社

やまたのおろち：古事記／風土記
　〔与田準一・編／井口文秀・画〕
 ㈱小峰書店

～家読におすすめ〈1月号のテーマ ｢今年の干支は『巳』｣〉町では『家読』に取り組んでいます～
　あけましておめでとうございます。今年は巳年（みどし）でヘビの年です。ヘビの話はあまり多くなく、
また、あまりいい話題がないのですが、冬休みを利用してゆったりと巳（み）の話にふれてみましょう。
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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 ://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

御所公民館～編物教室～
【日　時】１月21日～２月25日の毎週
月・木曜日（２月11日は除く）全10回
10：00～16：00

【場　所】御所公民館
【対　象】町内在住または勤務の方・先着20人
【受講料】1人1,000円
【申し込み】１月15日（火）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）。

【持ち物等】編み棒、毛糸、編み図

御明神公民館・軽スポーツ教室
　御明神体育会では、冬期間における運動不足の解
消と健康な体づくりを目的として、軽スポーツ教室
を開催します。どなたでも気軽に楽しめる教室です
ので、皆さんお誘い合わせの上ぜひご参加ください。
【日　時】１月28日（月）、２月４日（月）
18：30～20：00
【場　所】御明神公民館・多目的ホール
【内　容】キンボール・ドッヂビー・ファミリーバ
トミントン等
【講　師】雫石町スポーツ推進委員
【対　象】町内在住または勤務の方
【受講料】無料
【持ち物】上履き（ズック等）、タ
オル、着替え等
【申し込み】各開催日の前日までに御明神公民館に
お申し込みください。
【その他】実施種目について
は、各開催日の申込人数に
応じて決定いたしますので
ご了承願います。

2013雫石インドアキッズベースボール
【期　日】1st ステージ　２月９日（土）
ファイナルステージ　３月10日（日）
（※ファイナルステージは、1st ステージ上位８
チームによる）
【場　所】雫石町営体育館
【参加資格】町内の小学校に在校又は町内スポーツ
少年団に所属し、スポーツ安全保険などの各種傷
害保険に加入している児童（未加入の場合は、各
自で加入してください。）
【チーム構成】代表者（20歳以上）１人と選手６人
の計７人。男女混合も可。
【募集定数】　先着20チーム　
【参加費】１チーム　3,000円（優勝チーム・準優勝
チームに副賞、参加者全員に参加賞があります。）

【申し込み】１月18日（金）から、所定の申込書によ
り町営体育館窓口又は電話にて申し込みください
（～1月31日（木）まで）。
【お問合わせ】（財）雫石町体育協会　　担当　新里

コダワリクッキング～グットエプロン倶楽部～
職人気分でうどん打ち！

【日　時】２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】２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
事前にお申し込みください。

ヨーガ・セラピー無料体験講座
　体調不良・ストレス・更年期・うつ・心身疲労感・
イライラ・腰痛・肩こり・頭痛・ストレスによる心身の
不調。ヨーガ・セラピーで改善させましょう。
【日　時】１月25日（金）10：00～12：00
【場　所】雫石公民館
【講　師】日本ヨーガ療法学会会員　仁佐瀬一子
【受講料】無料
【対　象】どなたでもご参加できます。
【申し込み】１月24日（木）までに090-7799-6894（認
定ヨーガ療法士・仁佐瀬一子）へお申し込みくだ
さい（当日参加も可能です）。
【持ち物等】ヨガ・マットまたはバスタオル
 ※動きやすいジャージ等でお越しください。

中央公民館１階ロビーふれあい広場展示のご案内

☆菊地悠絵画展☆
１月25日（金）～２月19日（火）
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【１月】
　５日㈯～15日㈫
 雫石中学校国際交流海外派遣事業
　12日㈯～13日㈰
  第22回小学生バレーボール雫石交流大会
　13日㈰ 平成25年雫石町成人式
　15日㈫ 大村小始業式
　17日㈭ 小学校始業式（下長山・西根・御明神）
　　　　　雫石中学校始業式
　18日㈮  小学校始業式
 （上長山・橋場・南畑・安庭）
　20日㈰ 雫石町裸参り
　21日㈪ 小学校始業式（雫石・七ツ森）
　25日㈮ 教育委員会議
　26日㈯ 雫石高校雪上運動会
 第51回雫石町民スキー大会
 （クロスカントリー競技）

　27日㈰  第８回雫石クロスカントリースキー大
会ピノキオカップ

 2013岩手県マスターズスキー雫石大会
 （クロスカントリー競技）
【 2月】
　２日㈯  第51回雫石町民スキー大会（アルペン

競技）
　10日㈰ 第10回雫石町民劇場
　23日㈯～ 24日㈰
  第27回雫石町長杯中学校バレーボール

大会
　25日㈪ 教育委員会議
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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！

○雫石町サッカー協会長杯雫石フットサル大会
　中学生の部／２日（土）～３日（日）
　小学生の部／16日（土）～17日（日）

雫石町スポーツ推進委員を募集します

「国の教育ローン」のご案内

　町教育委員会は、町民の生涯スポーツ普及と健康増進を図るため、スポーツ推進計画検討、各種講座実施等の活動
をしていただく委員を募集します。
【募集人数】６人
【募集期間】１月25日（金）～３月１日（金）
【任　期】平成25年４月１日（月）～平成27年３月31日（２年間）
【報酬等】雫石町の規定により支給します。
【申込資格】雫石町にお住まいの20歳以上（平成25年４月１日時点）で、心身とも
に健康であり、スポーツ並びに健康づくりに関して十分な見識を有し、開催される
会議及び事業等に出席できる方
【申込方法】（1）町内各施設（役場、中央公民館、各地区公民館、雫石診療所、町営体育館、各小中学校）に設置し
ている応募申込書を郵送・ファクシミリ・持参のいずれかにより提出。
（2）町ホームページ「ただいま募集中」欄内「雫石町スポーツ推進委員募集」の応募フォームを送信。
　※選考結果は本人あて３月下旬にお知らせいたします。
【問合せ先・提出先】町教育委員会社会教育課（TEL692-2111 内288/FAX692-1311）

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
【融資額】学生・生徒１人あたり300万円以内
【利　率】年2.45％（母子家庭の方の利率は年2.05％）
　　　　（平成24年12月12日現在）
【返済期間】15年以内（母子家庭の方については18年以内）
【使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
【返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
※東日本大震災により被害を受けた皆様に「災害特例措置」を実施しています。
　詳しくは下記のコールセンターへお問い合わせください。
　〔教育ローンコールセンター〕0570-008656（ナビダイヤル）または（03）5321-8656

● １～２月の主な行事予定 ●
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　読まなくなった本を持ち込んだり、読みたい本を
持ち帰ったり、もちろん両方でもO.K.！！
　開催期間は５日間です。どうぞご利用ください。

【期　間】２月21日（木）～２月25日（月）
【場　所】中央公民館１Ｆ　ふれあいひろば
【おねがい】
　①マンガ雑誌や週刊誌及び書き込み・落書き等を

している図書の持ち込みはご遠慮ください。
　②図書の持ち込みは、こうかんひろば開催期間中

にお願いします。
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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

新着図書をご紹介！（11/21～12/20受け入れ分　計168冊）

・０てんにかんぱい！……………………宮川　ひろ
・しゃもじいさん……………………かとう　まふみ
・ＲＤＧ ６ ………………………………荻原　規子
・ルドルフとスノーホワイト………………斉藤　洋
・ねえたんが すきなのに ……………かさい　まり
・まゆげちゃん…………………………真珠　まりこ
・オチケン探偵の事件簿…………………大倉　崇裕
・１/12の冒険 ２ ………………マリアン・マローン
・物語の迷路……………………………香川　元太郎
・少年弁護士セオの事件簿 ３ ……ジョン・グリシャム
・ヤング・シャーロック・ホームズ ２
　　　　　　　　……………アンドリュー・レーン
・インヘリタンス（上・下）
　　　　　　　　……クリストファー・パオリーニ
・かいじゅうのさがしもの………………富安　陽子
・おかしなゆき ふしぎなこおり …………片平　孝
・やせいぬニードル………………………清水　真裕

● ヤング・児童書 ●

〈１～２月の休館日ご案内〉
　　　【 1月】14、21、28日
　　　【 2月】4、11、18、25日

● 一般書 ●

● 小説 ●

・老年力 ～老境こそ第二の人生～ ……三浦　朱門
・働く女性が知っておくべきこと……坂東　眞理子
・いのちと心のごはん学…………………小泉　武夫
・エンジェルフライト～国際霊柩送還士～
　　　　　　　　…………………………佐々　涼子
・引き裂かれた約束………………………藤本　健二
・風化と闘う記者たち………… 岩手日報編集局 編
・夫の終い方、妻の終い方……………中村　メイコ
・油を使わずヘルシー調理！ポリ袋レシピ
　　　　　　　……………………………川平　秀一
・あれから12年、私は今・・・ ………井上　美由紀
・移民の宴…………………………………高野　秀行
・泥酔懺悔……………………… 朝倉　かずみ ほか
・喧嘩上等 ～うさぎとマツコの往復書簡 ３～
　　　　　　　………………… 中村　うさぎ ほか

・残り全部バケーション………………伊坂　幸太郎
・55歳からのハローライフ…………………村上　龍
・大いなる眠り…………レイモンド・チャンドラー
・漢方に恋して……………………………幸井　俊高
・ブルーマーダー～姫川玲子シリーズ ５～
　　　　　　　　…………………………誉田　哲也
・路（ルウ） ………………………………吉田　修一
・冷血（上・下） ……………………………髙村　薫
・王妃に別れをつげて……………シャンタル・トマ
・カジュアル・ベイカンシー（１・２）
　　　　　　　　………………… Ｊ.Ｋ.ローリング
・スタンダップダブル！…………………小路　幸也
・over the edge ………………………堂場　瞬一
・けさくしゃ…………………………………畠中　恵
・旅猫リポート………………………………有川　浩
・繚　乱……………………………………黒川　博行
・月の輪草子……………………………瀬戸内　寂聴

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

“本のこうかんひろば”開催します

【日　時】１月17日（木） 10：30から
【会　場】中央公民館　視聴覚室
【プログラム】
・えほん…『わたしのねこちゃん』ほか
・かみしばい…『たこちゃんたこちゃん』
・パネルシアター…『すてきすてき』
・こうさく…『紙コップで作ろう何ができるかな』　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】１月26日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『トムテ』…ヴィクトール＝リードベリ・作
・『ゆうかんなアイリーン』

…ウィリアム・スタイグ・作
など

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№92 雫石中学校　編～

次回は御明神小学校からの情報をお送りする予定です。

心はひとつ　地区陸上全校応援心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心ははははははははははははは とととととととととととと 　地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地 陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸上上上上上上上上上上上上上上上全全全全全全全全全全全全全全全全全校校校校校校校校校校校校校校校校校応応応応応応応応応応応応応応応応援援援援援援援援援援援援援援心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心ははははははははははははははははははははははははははははひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひとととととととととととととととととととととととととととととつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ　地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援 雫石中学校　副校長　君塚　圭一

　記録的な猛暑のある日。雫石町陸上競技場では大勢の
雫中生が黙々と陸上トレーニングに励んでいました。一
方、体育館には伝統の応援を後輩に引き継ごうと必死な
応援団員の汗まみれの姿がありました。その傍らでチア
リーダーが懸命に新しい振り付けを練習していました。
　８月29日（水）地区陸上当日。炎天下の岩手県営運動
公園陸上競技場バックスタンドには雫石中学校400人の
大応援団が陣取りました。「わずか３日間の全校応援練
習でうまくいくだろうか」「倒れる生徒が続出するので
はないか」初めての試みに対して私たち教師の不安がな
かったわけではありません。しかし、生徒たちはたくま
しかった！

　日々の地道で確かな練習に裏付けられた自信が本番で
爆発しました。全校生徒を前に堂々とリーダーシップを
発揮する応援団。華やかな雰囲気を演出するチアリー
ダー。声を振り絞って仲間に声援を送り続ける全校生
徒。その大応援団の声援を力に替え、いきいきと投げ、
走り、跳ぶ雫石中の選手たち。心をひとつにした雫石中
生全員が作り出したこの感動的なシーンに、会場にいる
誰もが心を震わせたことでしょう。
　日頃お世話をいただいている皆様にこの場をお借りし
て改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。

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！

トピックス1 新社会教育指導員・佐々木郁二さんの紹介
　今年度から社会教育指導員として勤めていただいています佐々木郁二さんに、この９ヶ月間の活動を振
り返っていただきました。

　今年度から社会教育指導員としてお世話になっております。
　担当する教育振興運動では、７月に「子育て講演会」を４地区
公民館で開催し、８月からは家読（うちどく）で学校と家庭が一
緒になって標語コンクールや読書カード、そして親子読書のつど
いに取り組みました。まとめの実践交流会では、たくさんの関係
者が一堂に会し講演や発表に聞き入る姿に、町内各地域の方々が
持つ底力を感じさせられました。
　また、子ども会育成会では、育成会長さんの研修会や１泊２日
の子ども会リーダー交流会を実施し、元気な雫石っ子とのふれあ
いを楽しみました。ジュニアリーダーズクラブ「スカイ」の世話
人としては、町内中・高校生の生き生きとした活動に目を見はる
こともたびたびでした。
　これまでの活動を通して、社会教育がいかに幅広く、また奥の深い分野であるか、そして地域の支えが
あっての活動であるかを痛感しております。これまでの数々のご支援に心より感謝申し上げます。
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広報「教育しずくいし」 2月号は　 2月14日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　先日、とある集まりで、自分自身の2012年の漢字を発表しました。
「始」、「新」などポジティブな漢字が並ぶ中、「不」なんて方も…。
私の漢字は「発」！なぜかというと、今年は人生初の「発」掘調査。
出土品整理作業でも、少しでも多くの事を学びたいです。（Ｎ）

　振り返れば、いろいろなことがありつつも、あっという間の
2012年でした。年々、１年経つのが速くなっているような気が…
それはさておき、今年も広報「教育しずくいし」をどうぞご贔屓
に！よろしくお願いいたします。（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！

雫石町ＪＬＣ（ジュニア リーダーズ クラブ）「ＳＫＹ（スカイ）」の紹介

２月・３月は野菊ホールで文化事業めじろ押し ！

ＳＫＹを見かけたら、気軽に声をかけてくださ～い！仲間も随時募集中！【問い合わせ】社会教育課（692‒6590）

トピックス2

トピックス3

☆「SKY（スカイ）」ってなぁに？
　町内の中高生約30人で活動しているボランティア団体！
☆活動内容は？
・月１回の定例会（参加したイベントの反省や次回イベントの参加者を募ります）
・しずくいし軽トラック市、ユニバーサルデザイン講座などのイベントのお手伝い
・新子ども会リーダー研修会や雫石町親子読書のつどいではレクゲームで子どもたちを楽しませます！
・富士市・雫石町少年交流事業や子ども会リーダー交流会では統導者となり、子どもたちをリード！

第10回雫石町民劇場★「浮
う

き館
やかた

～龍になった八の太郎～」

　今年の町民劇場は八郎太郎の伝説を題材に、宿命に立ち向かう若者の
姿を描きます。皆様ぜひお越しください！
【日　時】２月10日（日）　午前の部　10：00開演（９：30開場）
　　　　　　　　　　 　午後の部　15：00開演（14：30開場）
【場　所】雫石町中央公民館・野菊ホール
【入場料】全席自由　一般1,000円（当日1,200円）
　　　　　　　　　 高校生以下500円（当日700円）
【前売券】 中央公民館、各地区公民館及び村上写真館で絶賛発売中！
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

第26回雫石町民音楽祭～新たなる一歩～
【日　時】２月３日（日）13：00開演（12:00開場）
【場　所】中央公民館・野菊ホール
【出演団体】しずくいし少年少女合唱教室・しずく
いし弦楽クラブ・童謡の滴・たんたん‘ず・しずく
いし混声合唱団・雫石中学校吹奏楽部

【入場料】全席自由
大人500円（当日700円）・中高生300円（当日400円）
小学生以下無料　＊無料託児室あり

【前売券】中央公民館及び各地区公民館で発売中！
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

第21回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり
【日　時】３月３日（日）12:00開演（11：00開場）
【場　所】中央公民館・野菊ホール
【入場料】全席指定

　　Ｓ席2,000円　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、１月15
日（火）から販売開始！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）

参加したイベントの反省を発表中！聞い
たことはしっかりメモ♪

富士市・雫石町少年交流事業では、レク
ゲームで盛り上がりました！

近隣市町村のジュニアリーダーとの交流
会もしています★
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