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目標に向かって頑張っている２人の今後の活躍を期待しつつ、温かく応援していきましょう！

学校 文化 歴史生涯学習 スポーツ

平成25年度家読標語コンクール　入選作品　…学校名・学年は25年度当時のものです

うちどくで　かぞくのかいわも　ひろがるね （新里　美鈴　橋場小 1年）

　「いわてスーパーキッズ」とは、2020年夏季オリンピック
（東京開催）、2022年冬季オリンピック（2015年開催地決定）
を目標に、岩手から世界で活躍するトップアスリートとなる
人材を発掘・育成するために、（公財）岩手県体育協会が県
内の小学校高学年を対象に募集・選考し、中学３年生まで活
動を行っているものです。
　スーパーキッズ合格者は、月３回の運動・コミュニケー
ション能力向上などのプログラムに加え、各種競技団体から
基礎トレーニングなどを学ぶスクールに参加します。また、
スポーツ医学や栄養学などの講義を受講し、スポーツに関わ
る知識も学びます。
　雫石町からは、現在２人の児童生徒がスーパーキッズとし
て在籍しています。
　渡辺里奈さん（雫石小・６年）は、平成25年度に合格し、
これから本格的にスーパーキッズとして活動します。
　簗場ゆいさん（雫石中・１年）は、平成24年度に合格し、
約１年間スーパーキッズとして活躍してきました。
　今回は、そんな二人から、これからの抱負などを語ってい
ただきました。

頑張っています！ 「いわてスーパーキッズ」として雫石っ子が活躍中！！ 特集

雫石小学校６年　渡辺里奈さん
　自分の力と向き合ってみたくて受験し、見事合格しまし
た。初めは不安がいっぱいで、受験するか迷っていたそう
ですが、両親をはじめ、担任の先生や友達が励ましてくれ
たおかげで受験に踏み切りました。その後は、家の近くを
ランニングしたり、町体育協会の協力を得て実践練習をし、
受験に備えました。
　得意なスポーツは、バスケットボールと体操です。特に、
バスケットボールは、町ミニバススポーツ少年団に所属し、
選手として活躍しています。
　スーパーキッズの一員となった渡辺さんがチャレンジし
てみたい競技は、レスリングとスケートとのことです。
　いつも練習をしっかりやって、優しくてかっこいい簗場
さんのようになりたいと語ってくれました。

雫石中学校１年　簗場ゆいさん
　自分がどのくらい運動能力があるかを確かめたいのと、
世界に通用する選手になりたいとのことから、昨期受験し、
見事合格。毎日のストレッチ運動と、両親とともに練習し
た成果が実ってとても嬉しかったそうです。
　そんな簗場さんが昨年体験して楽しかった競技はフェン
シング。得意とする陸上競技短距離走のほかに、このスー
パーキッズでいろいろな競技を体験して頑張っています。
　今年からメンバーに加わる渡辺さんと、スポーツの他に
もアスリートとしての人間性を一緒に高めながら、上を目
指したいと語ってくれました。

左：渡辺さん　右：簗場さん

教育しずくいし109.indd   1 14/04/04   16:15



2  広報●教育しずくいし●2014●4●No.109●

特集 ～平成26年度教育施策方針（要約）～
　教育は、自立した自己の形成と相手への尊厳、公共性を育むうえで大きな使命を果たし、そして将来にわたっての
「人づくり」、「地域づくり」の根幹をなす重要政策であることを認識し、教育委員会は以下の施策を進めます。
　重点項目としては、「学力向上を目指し、学校、家庭が連携して取り組む」、「小学校適正配置は“まちづくり”の
視点のもとに取り組む」、「雫石中学校では生徒にとってより良い学習環境となるよう改修整備を推進する（スーパー
エコスクール実証事業）」、「地域と一体となって教育振興運動を推進する」、「岩手国体の開催に向けた取り組みを推
進する」としております。主要な施策は次のとおりです。

第１　「学校教育の充実」
○確かな学力を育む環境づくり ○健やかな体を育む教育環境づくり
① 「わかる授業」を目指し、教育実践研究会等の研修
を充実させます。

② 中学校に学力向上指導員を配置し、教員の指導力の
向上と授業改善に努めます。

③ 家庭学習の習慣化に向け、学校と家庭が共通理解の
もとに取り組みます。

④ 全国学力・学習状況調査の結果を分析・検証し、優
れた取り組みは全町的に普及させます。

⑤ 特別支援教育は個別の指導計画を作成し、個に応じ
た適切な支援を行います。

① 学校保健委員会を活用し、家庭と連携して望ましい
生活習慣の確立に努めます。
② 体力・運動能力調査の課題を踏まえ、学校での体育
の授業を充実させます。
③ 栄養教諭等による学校訪問指導を継続し、学校給食
を通した食育を推進します。
④ 地域食材の使用とその生産等に携わる人々への感謝
の心を育みます。
⑤ 継続して放射性物質濃度検査を実施し、安全安心な
給食を提供します。

○豊かな心を育む環境づくり
① 道徳教育をはじめ生徒指導等の充実により、適切に
行動できる人間を育成します。

② 沿岸被災地への支援や交流を継続し、他者を思いや
る心の醸成を図ります。

③ 不登校等の対策はスクールカウンセラー等を活用
し、教職員研修の充実に努めます。

④ いじめや暴力行為等の未然防止、問題行動等の早期
対応に努めます。

⑤ 小中連携や家庭、地域社会等との連携を強化し、適
切な指導を行います。

○効果的な教育環境づくり
①目標達成型の学校経営を推進し、家庭、地域との協
働による学校づくりを推進します。
②幼児期から学童期等、その接続を円滑にするために
学校等校種間連携を推進します。
③中学校への円滑な移行を目指し、小学６年生を対象
に小・小連携交流会を実施します。
④雫石高等学校の存続のため、魅力ある学校づくりを
引き続き支援します。
⑤児童の登下校の安全を確保するために、スクール
ガードによる見守り活動を継続します。
⑥雫石中学校では、スーパーエコスクール実証事業に
よりエコ改修等によるゼロエネルギー化など学習環
境の改善に取り組みます。
⑦小学校適正配置は地域の皆様等と懇談を重ね、合意
形成に向けて取り組みます。

教育実践研究会

給食試食会

小・小連携交流会 スーパーエコスクール実証事業ワークショップ
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第２　「社会教育の推進」

第４　「生涯スポーツの振興」

第３　「文化芸術の振興と文化財の保護・保存及び活用」

　町民誰もが生涯を通じて学びたい時に学び、学習した成果を活力ある地域社会づくりに活かしていく生涯学習の構
築が求められております。

①「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の実現のた
め、多種多様な学習機会の提供に努めます。

②公民館は多様・高度化した学習意欲に応えるため、各種文化講座の開設、自
主的なサークル活動の支援や情報提供を行います。

③図書館は多様なニーズに対して資料や情報を提供します。また、すべての祝
祭日に図書館を開館し、利用者拡大及び利便性向上を図ります。

④保育所等での「おはなし会」や学校図書館の整備支援を行い、町立図書館と
の連携を深めます。

⑤子ども、学校、家庭、地域、行政の５者により、「読書の推進」と「テレビ視
聴・ゲーム時間削減」を全町課題として取り組みます。

⑥富士市の児童を本町に迎え交流することで、協調性や思いやりの心を育みま
す。

⑦中高生で構成されるジュニアリーダーを指導・助言しながら支援します。
⑧ホームページの充実と広報「教育しずくいし」の毎月発行により、迅速かつ
正確な情報提供を図ります。

　私たちは、スポーツやレクリエーションをすることによって自己を表現したり、日々のストレスを発散したり、生
きている喜びを味わうことができます。

① 誰もが気軽にスポーツに親しめるよう、町体育協会等様々な団体と連携し、
健康づくりのためのスポーツ・レクリエーションを推進します。

② 競技スポーツの振興や競技力向上は、町体育協会を軸に指導体制、支援体
制を強化します。

③ 平成28年度に開催される岩手国体に向け、競技力の向上とともに競技運営
体制の整備を進めます。

　今、東日本大震災からの復興、さらには、本町に大きな被害をもたらした大雨災害からの復興に向けた活動に多
くの人々が取り組んでおり、人と人との「絆」の大切さを改めて強く教えられました。
　こうした中で、次代を担う子どもたちを健やかに育てることは未来への投資であり、今後、より一層、学校、家
庭、地域、行政が一体となって相互の信頼関係を確かなものとし、本町の教育振興に全力を尽くしてまいります。

　文化芸術は、日常的な楽しさや感動を通じて生活にゆとりをもたらし、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ります。

①町民が主体的に多様な芸術活動に関わりながら、特色ある地域の文化の形成に
寄与できるよう努めます。

②各種文化芸術団体等の育成や活動、50回の節目を迎える総合芸術祭や町民劇場
等の開催を支援し、優れた文化芸術活動の発表・鑑賞機会を提供します。

③町民が本物の音楽や演奏技術に触れるため、東京芸術大学合宿招聘事業を実施
します。

④地域の歴史や伝統文化等で形成された各種文化財の保護・保全、継承に努めま
す。

⑤小日谷地遺跡の発掘調査を継続し、町民が郷土の歴史を理解し誇りが持てるよ
う普及啓発に努めます。

⑥開館40周年を迎える歴史民俗資料館は、学ぶ拠点としての機能を高め、資料の
整理・保存に努めます。また、「曲り屋」を生活体験学習の場とするなど有効
利用に努めます。

学校図書支援ボランティア

岩手国体　雫石町開催競技
「アーチェリー」

ふれあいコンサート in雫石

教育振興運動実践交流会

小日谷地遺跡発掘調査説明会
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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！（2/21～3/20受け入れ分　計293冊）

〈４～５月の休館日ご案内〉
【４月】14、21、28日　　【５月】７、12、19、26日

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！

　「銀盤の軌跡」　田村　明子・著
　ソチオリンピックで復活、苦闘、躍進した銀盤の
選手たち。浅田真央、高橋大輔、羽生結弦そしてラ
イバルたちとの戦いを描いたノンフィクションです。
　ソチオリンピックの裏舞台がここに再現。

開館日の変更について

　４月から「祝日」を開館します。休館日は毎週月
曜日ですが、月曜日が祝日の場合は、翌日以降の最
初の休日に当たらない日を休館日とします。
例）５月５日（月）、６日（火・振替休日）⇒開館
　　７日（水）⇒休館

読み聞かせ・学校図書支援ボランティアを募集しています。詳しくは町立図書館にお問い合わせください。

【日　時】４月26日（土） 10：00から
【会　場】町立図書館
【プログラム】
・『おおきくなったら』
　…ふくだ　としお／ふくだ　あきこ・作
・『ちょっとだけ』…瀧村　有子　作
・『あそこへ』
　…マリー・ルイーズ・フィッツパトリック・作／絵
・『じいじのさくら山』…松成　真理子・著
・『いただきバス』…藤本　ともひこ・作／絵
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

【日　時】４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…「そらいろのたね」
・えほん…「ねこのむかしばなし」
・かみしばい…「なにひっぱってるの」
・パネルシアター…「いないいないばあ」
・こうさく…「こいのぼりをつくろう」
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

〈つどいの広場「たんぽぽおはなし会」〉
健康センターで５月２日（金）10：30～11：00開催です！

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 「しずくいしおはなし会」

● 小説 ●
・連写 ·····················································今野　敏
・内通者 ·············································· 堂場　瞬一
・去年の冬、きみと別れ ······················ 中村　文則
・巨鯨の海 ···············································伊東　潤
・ぎやまん物語 ·································北原　亞以子
・波形の声 ··········································· 長岡　弘樹
・相も変わらずきりきり舞い ················ 諸田　玲子
・僕と先生 ···············································坂木　司
・約束の海 ··········································· 山崎　豊子
・春戻る ···········································瀬尾　まいこ
・タイガーズ・ワイフ ················ テア・オブレヒト
・象の墓場 ···············································楡　周平
・昭和の犬 ·····································姫野　カオルコ
・破門 ················································· 黒川　博行

● 一般書 ●
・飾りずしの技術·····································川澄　健
・不変 ················································· 上原　浩治
・「最悪」の法律の歴史 ····ネイサン・ベロフスキー
・英傑の日本史　敗者たちの幕末維新編
　　　　　　　　 ······························· 井沢　元彦
・好きになる生物学 ····························· 吉田　邦久
・旅を楽しむ！トリビア大百科
　　　　　　　　 ·············· ナイジェル・ホームズ
・編みつなぐ花々································· 村林　和子
・母と娘はなぜこじれるのか ····················斎藤　環
・フランスの公共図書館60のアニマシオン
　　　　　　　　 ···········ドミニク・アラミシェル
・はじめてのチェス ··························渡井　美代子
・あなたの知らない岩手県の歴史 ········· 山本　博文

● ヤング・児童書 ●
・ナーダという名の少女 ······················ 角野　栄子
・高校教師が語る16歳からの哲学 ·············手島　純
・セイウチぼうや································· あべ　弘士
・サクラ・タイムトラベル ··················· 加部　鈴子
・なぞなぞフッフッフー ······················ 武田　美穂
・かぜのでんわ ······························いもと　ようこ
・リサとガスパールのしんがっき
　　　　　　　　 ····················· アン・グットマン
・あみだだだ ····································谷川　俊太郎
・食べて始まる食卓のホネ探検 ················盛口　満
・迷宮ヶ丘　０丁目　奇妙な掲示板
　　　　　　　　 ··················日本児童文学者協会
・気をつけよう！ＳＮＳ ３ 依存しないために
　　　　　　　　 ······························· 小寺　信良

お知らせ

新コーナー
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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/
☆岩手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

今年度、御明神運動場はご利用できません
　御明神運動場は、平成25年８月９日の豪雨災害時
にグラウンド内の土が流出したため、平成26年度中
に整備を実施する予定です。そのため、整備完了ま
で利用ができません。鴬宿・西山運動場をご利用下
さるようお願いします。
【問い合わせ】町体育協会（692‒5030）

小日谷地ⅠB遺跡発掘調査 作業員募集
【雇用期間】５月１日～10月31日（６ヶ月間）
【内容】遺跡調査の諸作業（掘削・精査・実測等）
【応募】４月18日（金）必着
＊待遇・募集人数・必要書類等詳しい内容は、町
HPをご覧になるか下記にお問い合わせください。
【問い合わせ】社会教育課（692-6413）

少年少女合唱教室
　歌が上手くなりたい、歌が好きな子、みんな集まれ！友
だちと一緒に、楽しみながら合唱を学ぶことができます。
町民音楽祭など、野菊ホールでの発表の機会もあります。
【開講日】５月10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25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）。

歴史民俗資料館・遊びのファンクラブ
【開催日】５～11月　第１土曜・10：00～15：00
①５月３日　革（ピッグスキン）で花のアクセサ
リーを作ろう
②６月７日　羊毛の洗い（午前）と染色（午後）
③７月５日　羊毛でフェルトの布や糸を作ろう
④８月２日　藍で型染めの手ぬぐいを染めよう
⑤９月６日　樹皮の糸で袋を編もう
⑥10月４日　コラージュを楽しもう
⑦11月１日　リースを作ろう
【講　師】 小田晴世さん（元・歴史民俗資料館指導員）
【参加費】各回1,000円（材料費ほか）
【定　員】各回先着10人
【申し込み】随時受け付けます。歴史民俗資料館
（692-3942・担当　奥村）までお申し込みください
（受付時間／水・金・土曜9：00～16：00）。

観覧無料！昔語りの会 in 歴史民俗資料館
【開催日】４月～11月
　　　　第１水曜・10：00～14：00（勉強会）／第３土曜・10：00～14：00（一般公開）
【場　所】歴史民俗資料館・曲り屋　　＊予約不要です。お気軽にお越しください。

日ごろ体を動かす機会のない方、無理なく体を動かしてみませんか。

【問い合わせ】TEL：080-8220-8774（担当：細川）／メールアドレス：shizu-supo@alto.ocn.ne.jp
＊申し込みは随時受け付けております（当日開催場所でも受け付けます）。

☆ピラティス教室☆
肩こり腰痛緩和、冷え・むくみの解消にお勧め！

【日時・場所】
　５月９日　町営体育館 （19：00～20：00）
　５月16・19・26日　雫石公民館 （10：30～11：30）

【講師】ピラティス講師　　福士幸子　氏

☆ゆる体操教室☆
　健康回復・冷え・ダイエットに効果があります。気持ち
良く声出したり、笑ったりしながら、無理なく・頑張るこ
とのなく体操ができます。
【日時・場所】
　５月７・21・28日　雫石公民館 （10：30～11：30）
　５月14日　町営体育館 （19：00～20：00）

【講師】日本ゆる体操協会公認
ゆる体操正指導員初級　佐々木　ひとみ　氏

☆大人向け軽スポーツ＆レクリエーション体験広場☆
【日時・場所】
　５月９・23日　西山公民館 （13：30～15：00）

【内　容】バドミントン・卓球など
【その他】上履きをご持参ください。

＊各教室の参加費＊
１回につき会員300円・非会員500円

☆雫石なつめ倶楽部　教室のご案内☆
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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！

①スーパーエコスクール実証事業について
委員 雫石中学校でスーパーエコスクール実証事業に取
り組んでいるようだが、どのような内容で、いつ完成
する予定か。
教委 この事業は、老朽化が進んでいる学校を改修すべ
く、文部科学省が取り組んでいる事業です。改修にあ
たっては、断熱材等を用いた「省エネ」と太陽光発電
等を利用した「創エネ」で、学校の使用エネルギーを
補い、最終的には「ゼロエネルギー」を目指そうとす
るものです。事業期間は、３年が基本で、１年目に基
本計画を策定し、２年目に基本設計及び実施設計を行
い、３年目に改修工事を完了させる内容です。雫石中
学校の場合は、平成27年度に完了予定となっています。

 教育委員会定例会リポート（２・３月）
― その１　議案編（３月）　以下の案件が可決されました。 ―

１．雫石町教育委員会表彰実施要綱の制定について
２．雫石町教育委員会表彰者の決定に関し議決を求めることについて
３．雫石町立図書館管理運営規則の一部改正について
４．課長の人事に関し議決を求めることについて

― その２　質疑応答編（２月） ―

②国体の実施種目について
委員 平成28年度の岩手国体で、正式競技として「アー
チェリー」、デモンストレーションスポーツとして
「３B体操」が雫石町で実施されることが決定してい
るようだが、町民にも積極的にPRすべきではないか。
教委 ２種目ともメジャーではありませんが、昨年10月
から公民館事業として「３B体操」に取り組んだとこ
ろ、参加者からは好評をいただきました。この「３B
体操」は、全国的には愛好者も多く、当日はたくさん
の人が来町してくれるものと思っております。いずれ
にしても、せっかく実施する２つの種目ですので、様々
な方法で PRしたいと考えております。

＊ このほかにも、総合芸術祭、教育振興運動、教育委員会の事務事業に関する点検・評価、公民館の利用時間、男女
共同参画推進協議会などについて話し合われました。

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（692‒6412）

どうぞよろしくお願いします！　～平成26年度教職員人事異動（転入等）

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 山本　一平 津田小 下長山小 校　長 菅原　　徹 小国小

教　諭 小野寺道信 七ツ森小
御明神小

副校長 今野　洋明 橋場小

教　諭 髙橋　暢子 上長山小 教　諭 主浜みどり 中央小

事務主任 菊地なお子 不動小
安庭小

副校長 片野　正喜 中央小

七ツ森小

校　長 内田　孝次 大更小 教　諭 横沢真知子 鍬ヶ崎小

副校長 多田　　敢 県教育委員会

雫石中

校　長 三船　俊光 東部中

教　諭 篠村　知子 大村小 教　諭 雫石　和志 見前南中

事務主任 細川　美香 雫石小 教　諭 澤田佳南子 九戸中

上長山小

校　長 目時　雄二 厳美小 教　諭 鈴木　由美 北陵中

教　諭 佐藤智砂子 南城小 養護教諭 髙橋　里奈 新採用

養護教諭 吉田　裕子 橋場小

紹介
　このたびの定期人事異動に伴い、下記の先生方が転入・着任されました。雫石の子ども達のため、そし
て町の教育行政進展のため、どうぞよろしくお願いします。
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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！

祝！雫石町教育委員会表彰で町内１団体・１個人が受賞！

小田結莉菜・高橋楓ペアが全日本小学生ソフトテニス大会出場！

報告

報告

　３月26日（水）、平成25年度町教育委員会表彰式を行いました。
　この表彰は、町の教育及び文化の発展に著しく寄与した個人・
団体に行うもので、町の表彰基準見直し後、平成25年度に初めて
実施しました。表彰式では、第１号として県立雫石高等学校郷土
芸能委員会に、第２号として林尻剛さんに上野宏教育委員長から
表彰状が贈られました。
　雫石高等学校郷土芸能委員会は、平成25年度全国高等学校総合
文化祭郷土芸能部門において、平成９年、14年に続く３回目の文
化庁長官賞を受賞し、町民に感動と潤いを与えてくれました。雫
石高校が、地域に根ざした高校として町や県内の行事に数多く参
加して行事を盛り上げるとともに、新聞等のメディアで取り上げ
られ、町の知名度を高めていることも評価されました。
　林尻剛さんは、平成25年度全国中学校スキー大会において、男
子５kmクラシカル競技第３位の成績を収め、町民に感動と希望
を与えてくれました（学年は当時）。

　３月27日（木）、町ソフトテニススポーツ少年団所属の小田結莉菜選手と
高橋楓選手（いずれも４年・学年は当時）、コーチ２人が「第13回全日本
小学生ソフトテニス大会」への出場報告のため、町役場を訪れました。小
田・高橋ペアは、昨年９月16日（土）、北上市で開催された全国大会予選と
なる県大会で、ダブルス女子４年生以下の部・第３位の成績を収め、見事
全国大会への切符をつかみました。
　両選手は３月29日（土）～31日（月）、千葉県で開催された全国大会に出場
し、１回戦で新潟県代表に惜しくも１－３で敗れましたが、岩手県代表と
して全国の舞台で戦い抜きました。今後の更なる活躍が期待されます。

【就学援助・奨学資金の26年度希望者を募集しています】
　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、奨学資金貸付制度と就学援
助制度を設け、希望者を募集しています。
①奨学資金貸付制度
【募集対象者】高等学校以上（専修学校等を除く）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７日（水）………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】　

学校 公立 私立 学校 公立 私立
高等学校 15,000円以内 20,000円以内 短期大学 25,000円以内 30,000円以内
高等専門学校 18,000円以内 － 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

※高等学校等就学支援金受給者は、貸付月額が減額となります。
【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】学校教育課（692-6412）
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の保護者を援助し、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、給食費などを援助します。
【申し込み】お子さんの通学している学校
【問い合わせ】通学先の学校または学校教育課（692-6412）

お知らせ（募集）

雫石中３年　林尻剛さん

左：高橋選手　中央：小田選手

雫石高校郷土芸能委員会
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広報「教育しずくいし」５月号は　５月８日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　先日、久しぶりに会った発掘作業員さんに「新年の誓いはちゃ
んと継続できていますか？」と聞かれ、１月号で新年の誓いを記
したことを思い出した私 !! ここ３か月の経過はとてもご報告で
きるようなものではないため、新年度ということで心機一転、誓
いをリセット…せず、しっかり取り組み直します！（Ｎ）

　平成26年度もスタート！広報「教育しずくいし」は11年目とな
りました。今年も発掘調査があり、ますます忙しい１年になりそ
うですが、おそらくこれで一段落となる発掘調査の総括ができる
ということも意義あることと考え、前向きに取り組んでいきます。
調査成果にどうぞご期待ください！（Yasu）

次回は雫石中学校からの情報をお送りする予定です。

～「みんなで協力しよう！」～ 下長山小学校　教諭　加賀谷　良嗣

今、子どもたちは…　　シリーズ「輝」　　～№107　下長山小学校　編～

【４月】
13日㈰ 雫石町スポーツ少年団結団式
16日㈬ ことばの教室始業式
24日㈭ 教育委員会議
25日㈮ 鯉のぼり掲揚式

【５月】
３日㈯ 雫石町早起き野球開幕式
７日㈬ 雫石町教育研究会
９日㈮ 岩手県下一般男女バスケットボール選手

権（10日まで）
17日㈯ 雫石中学校体育祭
18日㈰ 岩手山ろくファミリーマラソン
24日㈯ 小学校運動会（雫石・七ツ森・御明神・

橋場・南畑・安庭）
25日㈰ 小学校運動会（上長山・下長山・大村）
27日㈫ 教育委員会議

● ４～５月の主な行事予定 ●

総合運動公園・屋外体育施設　利用開始予定日ご案内
〇陸上競技場（トラック部分）　 ４月１日（火）
　　　　　　 （芝生部分）　　 　５月１日（木）
〇野球場、グラウンド ･ゴルフコース、各地区運動場
　　　 　　４月19日（土）
〇テニスコート　　 　　　４月26日（土）

　教育目標『やさしく・かしこく・たくましく』の具現化を目指して、全校で様々な活動に取り組んでいる中から、
今回２つの活動を紹介します。

　１つ目は、６月と９月に行っている『資源回収』です。これ
は、PTAが中心になって進めている活動ですが、地域の協力
のもとに、全校児童が主体的に参加し、協力し合い活動するこ
とができました。ここで得た収益金を被災地の大船渡市立赤崎
小学校へ寄付する活動は３年間続いています。私達は、大震災
を風化させることなく、いつまでも忘れず、被災地の人々のた
めに『自分達に何ができるか？』を考え、協力して行動してい
ける大人になってほしいと願っています。また、昨年度の６年
生は、未だ進まない復興の様子について考え、復興を加速させ

　２つ目は、『業間運動』です。週２回、持久走
と縄跳びを主に行っており、12月から２月までは、
縦割り班で協力し合い長縄跳び運動を行っていま
す。「３分間で何回跳べるか…？」校内長縄跳び
大会に向けて、上級生が下学年に優しく教えたり、
お世話をしてあげたりしながら、運動能力向上だ
けでなく異学年間の交流も図っています。
　その他にも、稲作活動、畑作活動、松寿荘訪問、
草取り活動など、全校児童一緒に協力し合って、
縦の関係、横の関係を密にして特色ある学校作り
を行っています。これらの活動は昨年５月にリ
ニューアルしたWeb ページ（http://www.edu-
shizukuishi.jp/shimonagayama/es/）にアップし、
保護者の皆様、地域の皆様にタイムリーに情報発
信しています。どうぞご覧ください。

ることの大切さ、大人になって
も忘れることなく次の世代へ伝
えていくという願いを込め、み
んなで協力して復興新聞を作成
しました。

教育しずくいし109.indd   8 14/04/04   16:16


