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２月２３日（月）〜２８日（土）

全国のトップ選手が集結！ 世界アルペン開催記念大会

【写真：高校生の部17位に入った小野寺建太選手（平舘高校・雫石中出身）
】

の練習の成果を競い合いました。〈競技結果は６ページに掲載しています。〉

雫中生・雫高生、そして町にゆかりのある選手たちが、全国から参戦した選手たちと日頃

2015全日本ジュニアスキー選手権アルペン競技スピード系が雫石スキー場で開催され、
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特集 平成26年度教育振興運動の取り組みを振り返って
雫石町の教育振興運動は、皆様のご協力を得ながら、今年度も順調に推進することがで
きました。推進委員会を開催し、取り組みの重点を確認してスタート！子育て講演会、町
の共通課題「読書大好き雫石っ子」
「テレビ視聴時間の削減」への取り組み、親子読書の
つどい、実践交流会など多くの取り組みを行いました。今年度の振り返りとして、５つの
目標に基づいて各実践区からいただいた「教育振興運動の総括」をもとに成果と課題を次
のとおりまとめました。
取り組み目標と内容

取り組みの成果と課題

⑴

17実践区中９実践区で５者による推進委員会を実施しました。他の実践区にお
５者（子ども・親・教師（学校）・
いても、町の共通課題や実践区独自課題について、取り組みの重点を明確にして、
地域・行政）の協議により、各実
今年度の活動がスタートしました。
践区での重点課題を明確にします。
⇒取り組みの確認と共通理解の場として継続して実施します。

⑵

教育振興運動のリーダー養成に取
り組みます（各種研修会への積極
的参加）。

管内教育振興運動推進研修会（６/25）
、県教育振興運動50周年記念大会（１/16）
に各実践区から多くの参加者がありました。特にも後者において、参加者は、菊
池幸見さんの講演、３小中高校の実践発表などから多くのことを学び、県の教育
振興運動50年の歩みと運動に寄せる思いを再確認しました。
⇒多くの方が参加できるよう、継続して呼びかけます。

⑶

子育ち環境の浄化に向け、町の共
通課題に取り組みます。
＜町の共通課題＞
①読書大好き雫石っ子
②テレビ視聴時間の削減
を推進します。

読書の推進、テレビ視聴時間の削減ともに各実践区で工夫のある取り組みがな
され、読書冊数が大幅に増えた学校もありました。しかし、小学校高学年・中学
生ともに、家庭での読書時間は県平均を下回り、３時間以上のテレビ視聴は県平
均を上回っていました（県学習到達度状況調査、全国学力・学習状況調査より）。
⇒映像メディアの影響についての周知も含めて、さらに取り組みが浸透するよ
うに工夫します。

⑷

子育てについて地域とともに考え
る、４地区での講演会を開催しま
す。

６月下旬〜７月上旬に、４地区公民館で開催し、合わせて昨年度と同数の157人
が参加しました。講演内容や時間短縮を図った講演時間については好評でしたが、
保護者の参加が期待値を下回りました。
⇒多くの保護者が参加できるよう、
開催のあり方について一層の工夫を講じます。

⑸

教育振興運動実践交流会を開催し
ます。
①２実践区からの実践報告
七ツ森小学校実践区
雫石高等学校実践区
②講演会
〜テレビ・ゲーム・スマホの光
と影〜

12月６日
（土）に実践交流会を開催。左記の２実践区が、映像や児童の発表も含
めた多様な方法で活動状況を紹介し、５者が一体となった取り組みの成果がわか
りやすく伝えられました。また、講演会では、参加者から情報メディアの弊害を
知るよい機会になったと好評でした。発表や講演に対し、質問や感想などが活発
に出され、17実践区の実践を交流し合う貴重な場となりました。
⇒午前開催にしたことにより、保護者の参加が増えましたが、地域の方々の参
加がもっと増えるよう開会時刻などについて再検討します。

子育て講演会

親子読書のつどい

次年度の取り組みは
・メディアの影響
・家庭での過ごし方
などをキーポイントに！

実践交流会

〈５つの目標に基づく実践〉
◎実践区での５者による話し合いを充実していく。
◎町としての重点（共通）課題に取り組む。
◎実践区の活動を推進するリーダーを養成する。
◎教育振興運動への町民の理解をさらに深める。

教育振興運動は、
〔みんなで考え、みんなで取り組む〕実践活動です。雫石っ子の子育ち環境の浄化に向け、
積極的に子ども達とかかわっていきましょう！どうか、実践区の取り組みにご注目ください。

【問い合わせ】社会教育課（692‒6413）
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ミニ特集 ２月号から続く中学校国際交流海外派遣事業報告
雫石中学校国際交流事業に参加して（後編）

雫石中学校

教諭

川嶋

亮

今回の国際交流事業に参加して感じた
ことは、ランドルフの国際交流事業担当
教諭の綿密な計画により、内容の充実し
た研修がスムーズに行われたということ
と、生徒を含めたランドルフの方々の心
のこもったおもてなしです。
研修内容については、生徒が語学やア
メリカ（ランドルフ）についての文化を
楽しく学ぶことができるように配慮がさ
れ、生徒相互の交流が緊密に図れていた
ように感じます。
ホストステューデントと共に

また、雫石の生徒が体調を崩したとき

には、ホームステイ先の家族や学校の先生が親身になって面倒を見てくれました。ダンスパーティの時には、モジ
モジしてなかなかみんなの輪に入っていけない生徒たちをホームステイ先の生徒だけでなく、他の生徒も仲間に入
るように一生懸命声をかけたりしてくれました。
ホームステイ先の家族の方々は、雫石の生徒を本当の家族のように思っているのが伝わってきました。お別れの
時は生徒たちばかりでなく、ホームステイ先のお父さん、お母さんも涙を流して別れを惜しんでくれました。おか
げさまで、生徒たちの中からは、ずっとランドルフにいたいという声も聞こえてきました。
このような素晴らしい交流事業を長期間にわたって継続させていただいた、雫石町とランドルフの関係者の皆様
のご尽力には頭が下がるばかりです。そして、大変実り多い国際交流事業を今後も続けていってほしいと心から思
います。本校の生徒たちにこのような素晴らしい体験の機会を与えていただいた皆さまに心から感謝いたします。

教育委員会定例会リポート（１・２月）
― その１

議案編（2月定例会） 以下の議案が可決されました ―

１．学校職員の人事異動の内申に関し議決を求めることについて
２．平成27年度雫石町教育施策の方針と重点について
３．教育委員会の事務事業に関する点検・評価に関し議決を求めることについて

― その２

質疑応答編（１月）―

①小学校統合に関する PTA の合意について

②小学校統合に係る跡地利用について

委員 小学校統合に関するＰＴＡの合意状況はどうか。

委員 小学校統合に関してそれぞれの地域から様々な意

教委 昨年末を期限として、
より具体的な検討を行う「統

見等などが出されていると思うが、使用しなくなる学

合準備委員会」へ移行するためＰＴＡとしての合意を

校の跡地利用の方策を説明すれば納得される方もいる

確認したところ、統合対象の８校中４校のＰＴＡから

のではないか。

合意をいただきました。この統合準備委員会は、統合

教委 委員もご存じのとおり、小学校統合に関する考え

の時期、使用する校舎、その他具体的内容を検討する

方は一人ひとり異なるもので、現在の小学校に対する

委員会であり、合意をいただけなかった４校について

思いも様々です。跡地利用の方策や維持管理費の比較

も継続して協議を行い、できるだけ早い時期に全小学

をお知らせすることで納得される方もいますが、逆に

校参加（西山地区は上長山小・下長山小・西根小の３

気分を害する方もいらっしゃいます。すべての方に納

校参加、御明神地区は御明神小・橋場小の２校参加、

得していただくのは困難だとは思いますが、より多く

御所地区は大村小・南畑小・安庭小の３校参加）の統

の方に納得していただけるよう意見交換を重ねてまい

合準備委員会を３つの地区に立ち上げたいと考えてお

ります。

ります。

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（692‒6412）
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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

幼児対象「たんぽぽおはなし会」
【日 時】３月19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…「そよそよさん」 ほか
・かみしばい…「よるのおきゃくさん」
・パネルシアター…「手をつなごう」
・こうさく…「たこたこあ〜がれ！」

「しずくいしおはなし会」

健康センターで４月３日（金）10：30〜11：00開催です！

【日 時】３月28日（土）10：00から
【会 場】町立図書館
【プログラム】
・「おかしな うそつきやさん」…角野 栄子・作
・「エルマーのとくべつな日」……
………デビット・マッキー・作
・「すいようびくんのげんきだよ」……
……那須田 淳・文
ほか

たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

おはなしの雫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」〉

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。

新着図書をご紹介！（1/21〜2/20受け入れ分

計147冊）

● 小説 ●

● ヤング・児童書 ●

・鼠、滝に打たれる ····························· 赤川 次郎
・オネスティ ······································· 石田 衣良
・冷蔵庫を抱きしめて ······························荻原 浩
・九年前の祈り ···································· 小野 正嗣
・月光のスティグマ ····························· 中山 七里
・サラバ！上・下································· 西 加奈子
・影踏み鬼 ···············································葉室 麟
・でんでら国 ······································· 平谷 美樹
・千春の婚礼 ······································· 平岩 弓枝
・悲嘆の門 上・下 ·························· 宮部 みゆき
・絶唱 ················································· 湊 かなえ
・ラスト・ワルツ·····································柳 広司
・ばけたま長屋 ···································· 輪渡 颯介
・保春院義姫 ······································· 高橋 義夫
・十津川警部「悪夢」通勤快速の罠 ···· 西村 京太郎

・これだけ！高校化学 ·························· 杉山 美次
・ｖＮ ································ マデリン・アシュビー
・昔の道具うつりかわり事典················ 三浦 基弘
・ドラえもん科学ワールドミクロの世界
····················· 藤子・Ｆ・不二雄
・ダンゴウオの海································· 伴井 靖章
・ラッコのひみつ······························ 池田 菜津美
・よくわかるLED・発光ダイオードのしくみ
······························· 伊藤 尚未

● 一般書 ●
・エボラの正体 ·······················デビット・クアメン
・障害年金の手続きから社会復帰まで ··· 漆原 香奈恵
・ゼロからわかる墓じまい ················ 吉川 美津子
・おはしのおはなし ····························· 高橋 隆太
・南部鉄ココット＆グリルでおいしいレシピ
···································林 幸子
・コメをやめる勇気 ····························· 吉田 忠則
・ぐつぐつ、お鍋······················· 阿川 佐和子ほか
・いのちと平和の話をしよう············· 日野原 重明
・イスラム国 テロリストが国家をつくる時
··········· ロレッタ・ナポリオーニ
・捏造の科学者 ···································· 須田 桃子

シリーズ

読書の壺（つぼ）今月のこの一冊！

『盛岡藩の戊辰戦争』和井内和夫：著
（盛岡タイムス社）
「盛岡藩の戊辰戦争とは何だっ
たのか」
、
「なぜ奥羽越列藩同盟が
新政府軍に攻められるに至った
か」を歴史学、軍事学の視点で、
分かりやすく描いています。
先祖たちはどのような戦い方を
したのか。是非ご覧になってくだ
さい。

お知らせ

ただいま蔵書点検作業中！

３月20日（金）まで、所蔵する蔵書すべての点検作
業を行っていますので、図書の貸出・予約、レファ
レンスサービスはできません。返却は図書館玄関前
のブックポストをご利用ください。

〈３〜４月の休館日ご案内〉
今年度から祝日を開館しております（ただし、年末年始を除く）。
【３月】9日（月）〜20日（金）、23日（月）、30日（月）
【４月】6日(月）、13日（月）、20日（月）、27日（月）
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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！
☆
（一財）
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/sitei̲kanri/hot̲swim/
【問い合わせ先】
☆中央公民館・野菊ホール…………………………692‑4181 ☆町営体育館・町総合運動公園……………………692‑5030
☆雫石公民館……692‑3458
☆御所公民館……692‑2214 ☆県営屋内温水プール………………………………693‑3751
☆御明神公民館…692‑3228
☆西山公民館……693‑3321 ☆ゲートボール場…695‑2031 ☆ケッパレランド695‑2211

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室［１期・２期］
【日 時】
［１期］４月７日〜６月16日
（祝日を除く毎週火曜・全10回）
10：00〜11：30
［２期］４月９日〜６月11日
（毎週木曜・全10回）
〈午前〉10：00〜11：30 〈夜間〉19：00〜20：30
【場 所】町営体育館
【内 容】マシントレーニング・バランスボールな
ど、
体力や年齢に応じたプログラムの作成・実践
【講 師】
（一財）雫石町体育協会スタッフ
【対 象】町内在住の方
【定 員】１期・２期午前・２期夜間 各先着10人
【受講料】2,700円（体育館使用料・保険料含む）
【申し込み】３月19日（木）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（〜３月27日（金）まで）。

雫石町ジュニア・アスレティック教室［１期・２期］
【日 時】
［１期］４月７日〜６月16日
（祝日を除く毎週火曜・全10回）
16：30〜18：00
［２期］４月９日〜６月11日
（毎週木曜・全10回）16：30〜18：00
【場 所】町営体育館及び運動公園内施設
【内 容】マット運動・バランスボール・いろいろ
なスポーツ体験（陸上・サッカー・バドミントン・
ティーボール・バスケットボールなど）
【講 師】
（一財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】町内在住の小学生 各先着10人
【受講料】1,700円（施設使用料・保険料含む）
【申し込み】３月19日（木）8：30から町営体育館の電
話で受け付けます（〜３月27日（金）まで）。

締切迫る！ 第31回岩手山ろくファミリーマラソン
【期 日】５月17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、4 km、3 km、家族ペア
【参加料】一般3,300円／高校生1,800円
小中学生1,300円／家族ペア4,000円
【申込方法】インターネットまたは郵便振替
（http://www.iwatesanroku-marathon.jp/）
【締 切】（インターネット）４月２日（木）
（郵便振替）３月26日（木）当日消印有効
【問い合わせ】
・大会に関すること（日程・会場・コースなど）
一般財団法人雫石町体育協会（692‑1644）
・エントリーに関すること（要項・郵便振替申込用紙
請求）岩手山ろくファミリーマラソンエントリー
センター（03‑3714‑7924・月〜金10：00〜17：00）

平成27年度スポーツ安全保険加入申込受付中
（公財）スポーツ安全協会岩手県支部では、スポー
ツ安全保険の加入申込みを随時受付しています。
【対 象】５人以上で構成するアマチュアの社会教
育関係（スポーツ・文化・ボランティア・地域活
動を行う）団体
【補償内容】団体の活動中及び往復中に起きた傷害、
賠償責任、突然死の場合の葬祭に係る費用
【補償期間】申込手続きを行った翌日の午前0時から
平成28年３月31日正午まで
【年間掛金】活動内容や種目、構成年齢により異な
ります。
個別に町体育協会へお問い合わせください。
【申し込み用紙配布場所】町営体育館

雫石ドリームガールズスポーツ少年団 団員募集

内閣府主催 青年国際交流事業参加者募集

町内に唯一存在する小学生の女子ソフトボールチームで
す。ソフトボールに興味のある方、中学校でソフトボール部
に入部したい女子小学生の皆さん、一緒に楽しく活動しませ
んか。見学も随時受付中です！
【活動日】毎週土・日曜日
【場 所】御明神小グラウンド ほか
【問い合わせ】雫石ドリームガールズスポーツ少年団
藤村祐幸 TEL090‑4556‑2822

内閣府では、平成27年度に実施する青年国際交流事業（「東
南アジア青年の船」
「国際青年育成交流」
「青年社会活動コア
リーダー育成プログラム」
「次世代グローバルリーダー事業」
「日本・韓国青年親善交流」
）の参加青年を募集しています。
お問い合わせは、内閣府青年交流担当
（TEL03‑6257‑1434、
http:www.cao.go.jp/koryu/）または岩手県環境生活部若
者女性協働推進室（TEL629‑5392）まで。
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心豊かに暮らせるまちづくり

報告

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

各種スキー大会で雫石っ子が大活躍！スポーツ大会結果報告（敬称略）

①全国中学校スキー大会

−2月5日〜8日

（アルペン競技）青森県大鰐町

大鰐スキー場

・男子回転 【29位】 天川

直紀 【40位】 土樋

・女子回転 【53位】 佐藤

詩帆

（クロスカントリー競技）青森県大鰐町

青森あじゃらクロカンコース

・男子クラシカル 【31位】 田邊

凌

・女子クラシカル 【20位】 高橋

朱凜

・女子フリー

【29位】 上川原

迅

遥

・男子選抜リレー 【13位】 岩手県（［１走］田邊

凌、［２走］小坂

辰明、［３走］村田

・女子選抜リレー 【７位】 岩手県（［２走］小田

綺花、［３走］上川原

涼輔）

遥、［４走］高橋

朱凜）＊入賞

②2015全日本ジュニアスキー選手権大会・「世界アルペン開催記念」第22回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会
＜２月28日分＞＊高校生は町内出身者または雫石高
＜２月24〜25日分＞
・女子スーパー大回転

・女子スーパー大回転
【第１戦・52位／第２戦・57位】佐藤

友香（雫石中） 【31位】高橋

美乃（雫石高）

・男子スーパー大回転

・男子スーパー大回転
【第１戦・36位／第２戦・16位】土樋

迅（雫石中）

【17位】小野寺

建太（平舘高）

【第１戦・42位／第２戦・64位】晴山

波輝（雫石中） 【48位】一本木

優太（雫石高）

【第１戦・63位／第２戦・66位】藤原

晴輝（雫石中） 【54位】高橋
【59位】木船

③第10回雫石クロスカントリースキー大会ピノキオカップ

諒介（盛岡中央高）
拓海（岩手高）

ー１月25日（日） ＊3位以上

・小学４年男子の部

・小学１年男子の部
【第２位】 石田

悠翔（南畑スポ少）

【第１位】 村田

和久（大村スポ少）

【第３位】 高橋

幸陽（南畑スポ少）

【第２位】 沼野

滉平（御明神スポ少）

【第３位】 北田

裕世（御明神スポ少）

・小学２年男子の部
【第１位】 北田

理久（御明神スポ少）

【第２位】 松ノ木佑太（御明神スポ少）
【第３位】 高橋來夢琉（大村スポ少）

・小学４年女子の部
【第３位】 細川
【第１位】 新里

・小学２年女子の部
【第１位】 村田

桃華（大村スポ少）

【第２位】 村田

葵（大村スポ少）

心菜（南畑スポ少）

・小学５年男子の部
岳士（御明神スポ少）

・小学５年女子の部
【第１位】 桐山はる菜（大村スポ少）

＊お詫びと訂正 2月号スポーツ結果・町民スキー大会
（クロカン）小学1・2年女子第2位の村田 蒼さんは、
村田 葵さんの間違いでした。お詫びして訂正します。

【第２位】 天瀬

吏那（御明神スポ少）

【第３位】 村田

美月（大村スポ少）

・小学３年男子の部

【第１位】 古川端晴輝（御明神スポ少）

・小学６年男子の部
・小学６年女子の部

【第１位】 天瀬

颯太（御明神スポ少）

【第２位】 沼野

慎平（御明神スポ少）

【第１位】 藤本妃香里（大村スポ少）

【第３位】 若松

昌哉（南畑スポ少）

【第２位】 細川美衣菜（南畑スポ少）

報告

第64回全国小・中学校・PTA新聞コンクール
（主催：毎日新聞社など）

・小学校学級新聞の部
【佳作】 下長山小学校５年生「輝き」
・小学校学習新聞の部
【理想教育財団賞】下長山小学校５年生「算数新聞」
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心豊かに暮らせるまちづくり

報告

〜雫石の学校・生涯学習・文化・スポーツの今をお届け！

岩手の読書週間に合わせた読書記念行事〜大好評のうちに終了！

秋の全国読書週間が農繁期に当たる岩手では、例年農閑期の２月１日〜14日を「岩手の読書週間」
（平成27年テー
マ「この本がすき

ママが読むと

もっとすき」
）として記念行事を開催しています。町立図書館では、今月の

町広報掲載の「そのだつくしさん講演会」のほか、次の２つの記念行事を行いました。

【その１】
「本のこうかんひろば」

２月６日（金）〜２月16日（月） 中央公民館１階ふれあい広場

毎年開催している大人気の催しです。どなたでも自
由に本をおいたり、
欲しい本を持ち帰ったりできる「本
の交換広場」です。図書館で保存年限が終了し、除籍
になった本も並びます。例年楽しみにしている方が多
く、準備で並べた瞬間から足を止めて本を見始める方
もいらっしゃるほどです。

【その２】
「あのなっす

雫石のむがしッコ聞いでけろ

雫石の昔語り」 ２月８日（日）
中央公民館２階懇話室（和室）

方言の昔話には、その土地の風俗・文化・知恵が凝縮さ
れています。しかしながら、全国的に伝承の語り手は年々
少なくなっており、その継承が課題となっています。
この日は、方言の語りを残そうと活動している「雫石・
語りっこの会」
（西山甲士良会長）から菅原好美副会長と
語り手の高橋トミさん、吉田金さんに方言で昔話をしてい
ただきました。
小学生から大人まで21人の方が集い、方言の快いリズム
感で、時にユーモアや地名の伝承もおりまぜながら語られ
る昔話にゆったりと耳を傾けていました。

報告

写真で振り返る生涯学習事業

〜中央公民館 イケてるおやじ＆マダム学園修了！〜

初の 男女共学 。学園生全51人で今年度の学園はスタートしました。アロマにお茶に整体に…最後は卒業パー
ティー！今回は「自分たちの手作り料理でパーティーをしたい！」との声で、グループごとにメニューを決め材料
調達、調理した料理でめでたくパーティーを開催しました。ますますイケてるおやじ＆マダムになられたみなさん、
またお会いできることを楽しみにしております！ 1年間ありがとうございました。

６月26日

陶芸にチャレンジ！

１月15日

５月22日

10月16日

秋の遠足 in 映画のロケ地

一押し一発！ツボ講座

入学式

２月13日

手作り料理で卒業パーティー
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今、子どもたちは…

シリーズ「輝」

「地産地消 雫高ランチ」

〜№118 雫石高等学校 編〜
雫石高等学校

教論

伊東

浩二

雫石高校では平成25年度から株式会社しずくいしと提
携し、地元で採れた食材を使っての副食（おかず）を提
供しています。このランチを注文した生徒はご飯を持参
すれば、毎日おいしい昼食を食べることができます。１
食300円のうち、半額は雫石町からの補助を受けていま
すので、１食分は150円となっています。
保護者の方からは「お弁当の準備の負担が軽くなって
助かる」
、
「安い値段で提供してくれるのでありがたい」
といった感想をいただいています。
以前本校で生徒に行った調査で、
「毎日朝食を食べて
きますか？」の質問に対し、
「食べないこともある」
、
「ほ
とんど食べない」生徒の割合は27％ でした。食べるこ
とは人の活動に重要であり、授業の集中力にも影響を与
えます。
昼食時間、生徒は友人と机を合わせて楽しくご飯を食
べています。この雫高ランチが生徒のエネルギー源とな
り、活発で充実した学校生活を送って雫石高校を発展さ
せていくことを期待しています。

次回は橋場小学校からの情報をお送りする予定です。

３〜４月の主な行事予定
【３月】
14日㈯ 雫石町サッカー協会長杯
フットサル大会一般の部（〜15日まで）
雫石中学校卒業式
18日㈬ 小学校卒業式（南畑、安庭）
19日㈭ 小学校卒業式（七ツ森、下長山、西根、御明
神、大村）
20日㈮ 小学校卒業式（雫石、上長山）
21日㈯ 雫石冬期室内陸上記録会
23日㈪ 教育委員会議

【４月】
７日㈫ 小学校入学式（雫石、七ツ森、上長山、下長
山、西根、御明神、南畑）
雫石中学校入学式
８日㈬ 安庭小学校入学式
雫石高校入学式
９日㈭ 小学校入学式（橋場、大村）
12日㈰ 雫石町スポーツ少年団結団式
15日㈬ ことばの教室始業式
23日㈭ 教育委員会議

お知らせ 野菊ホールを催事で利用する場合、利用希望月の６か月前から予約可能に（４月〜）！
野菊ホールを利用する各種大会、講演会、発表会などを開催する場合に限り、開催当日及び前日の２日間のみ、利用希望
月の６か月前から予約可能になります。また、同催事の控室などで使用する部屋も同様の扱いとなります。詳しくは中央公
民館まで。

【問い合わせ】中央公民館（692‒4181）

あとがき
先日、内閣府の国際交流短期プログラムに参加し、世界10か国
及び日本青年約220人と共に被災地・大船渡＆陸前高田市の仮設
住宅などを訪問しました。そこで感じたことは、被災地で暮らす
方々と会話することの大切さです。報道や施設見学だけでは伝わ
らない思いを知ることができた貴重な数日間でした。（Ｎ）

広報「教育しずくいし」４月号は
編集・発行／平成27年３月12日

8

今年度はけっこうあちこち研修に行くことができ、ためになる
情報をたくさん得ることができた１年でした。そこで、研修の成
果を発揮し４月号からの紙面リニューアルを計画しました。
「どー
ん‼」と変わる、衝撃の４月号⁉にどうぞご期待ください。
（Yasu）

４月９日（木）発行予定です。

雫石町教育委員会 TEL 019 692 6413（編集担当：社会教育課直通）
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