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編集・発行／平成20年 2月14日　雫石町教育委員会　
〒020-0595岩手県岩手郡雫石町千刈田5-1 TEL 019-692-2111

雫石町教育委員会HPアドレス
http://www.town.shizukuishi.iwate.jpから教育をクリック！

【主　催】NPO法人しずくいし・いきいき暮らしネットワーク
【日　時】2 月23日（土） 午後 1 時30分～ 4 時
【場　所】雫石町南畑・コテージむら農場管理センター 2 階和室
【参加料】無料
【出演者】語り部：林尻雅子さん（御明神）高橋トミさん（矢櫃）

☆中央公民館昔がたり教室受講生代表：
武田禮子さん（野中）・三上ハルノさん（安栖）

【問い合わせ】TEL 691-1800（主催者事務局）

中央公民館「昔がたり教室」では、昨年 7 月から月に
1 度ずつ雫石の昔話を学習してきました。その成果発表
として、このたび開催される「しずくいしの昔話しを聞
く会」に、受講生 2 名が代表として参加します！

☆雫石の子ども達の学力は？　　Ｐ2～P3に雫石の教育　特集　で詳しく解説！
折り込みは…「教育振興運動特集」と「体指だより」です！どうぞご覧ください。

【前売券】Ｓ席2,000円／Ａ席1,500円／Ｂ席1,000円
【プレイガイド】前売券は中央公民館で好評販売中！よい席はお早めにお求め下さい。
【問い合わせ】中央公民館

【豪華出演者のみなさんを紹介！（敬称略・50音順）】＊変更になる場合があります。ご了承ください。

【 唄　】天瀬良子・小田島シゲ子・小野ふぢえ・上中屋敷マサ子・小屋場幸子・坂本トシ子・高八卦ちえ子
中屋敷晃・福田こうへい・谷地香保・山本サツ子・米沢広次　（計12人）

【舞　踊】上中屋敷マサ子社中・紅舞踊団・坂本トシ子社中・雫石郷土芸能伝承活動細川会・中川あい子社中
南部よしゃれ舞踊団・南部よしゃれ舞踊団都南支部、平原あい子社中、福田会社中、若泉菊重会
若泉徳志枝会・若幸花北柳会　（計12団体）

【尺　八】荒屋敷富夫（岩手藤丸会） 他　　　　　【三味線】小野寺幸山（民謡幸山会）他・高橋忠大
【太　鼓】藤岡理子　　　　　　　　　　　　　　　【司　会】菊池ひろみ

讃岐圭二選手（雫石中学校）
2 月 1 日から 4 日にかけ、石

川県白山市で開催された全国中
学校スキー大会・男子スラロー
ム競技の部において、1 分33秒
45の記録で見事 8 位に入賞！こ
の種目の県勢の入賞は 2 年ぶり
です。
また、1月28日開催の東北大

会同競技でも1分35秒79のタイ
ムで優勝という快挙を成し遂げ
ました。讃岐選手、おめでとう！

今回で16回目を迎える恒例の「ふるさと民謡舞踊
まつり」では、踊り手12団体、歌い手12人、その
他三味線や尺八で地元にゆかりのあるメンバーが勢
ぞろい！
舞台は 3 部で構成され、第 1 部と第 3 部は民謡と
新舞踊、第 2 部は19年度各種大会受賞者の披露と
なっております。

【期　日】 3 月 2 日（日）
【時　間】開演13：00（開場12：30）
【場　所】中央公民館　野菊ホール
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しずくいしの教育 特集～ 平成19年度学習定着度状況調査結果について特集～ 平成19年度学習定着度状況調査結果について

・「学校の授業がどのくらいわかりますか」という設問では、学年が進行するにしたがって、「よくわかる」「だいた

いわかる」の回答が低下する傾向にありました。

・「学校に持っていく物を、前日か、その日の朝に確かめますか」では、正答率の高い児童生徒ほど、道具の確か

めをしていることが分かりました。

☆「箱ひげ図」とは？…集団を25％ごとの4グループに分けて、集団全

体の課題及び集団ごとの課題を明らかにするために、ばらつきの

あるデータを分かりやすく表現した統計学的グラフのことです。

県では、「全ての児童生徒一人ひとりに基礎・基本を定着させるこ

とは、言い換えれば児童生徒の集団における正答率の分布の幅を小

さくすること」と考え、正答率の分布に着目し、課題を見出す手法

としてこの「箱ひげ図」を用いることにしました。

上の図を見ると、小学校では国語・算数とも「箱」の部分の幅は広くはないものの、箱の下の「ひげ」部分が長く、

分布の幅が大きい状況にあります。このことから、中位層から下位層の25％の児童に配慮した指導が必要であること

が分かります。

また、今回図は掲載していませんが、中学校では、国語・数学ではばらつきの状況が広がる傾向にあります。英語

については、1年から2年と学年が進むと、全体的にポイントが下がり個人差が広がっています。理科・社会におい

ても同様の傾向が見られます。このことから、一斉指導の充実に加えて、個別に対応する時間を意図的・計画的に取

り入れていく指導が必要であることが分かりました。

以下の図は、町内の小4・小5の国語と算数の正答率の分布を「箱ひげ図」にしたものです。

昨年10月に、県内の小学3年生から中学3年生までの全児童生徒を対象に学習定着度状況調査が行われました。
この調査は、基礎・基本の確実な定着に向けきめ細かな指導を進めるため、意識調査も合わせて平成14年度か
ら実施しているものです。今回、小学3年生と6年生は、意識調査のみ実施しています。
今回は、この調査の結果を報告していきます。

【国語】 【算数】
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・全国学力調査について
委　国語・算数とも正答率を下回っているようだが、学

校の指導方法によるのか、家庭学習あるいは家庭生活

の部分に問題があるのか。

答　今まで何を学んだか、どのくらい覚えているかを問

うのが基礎基本問題で、これについては、家庭学習が

大きく影響していると思われます。また、今まで身に

つけた知識が使えるかを問う応用問題では、特に、社

会に出て使える能力があるかどうかを問うように学力

観が変わってきていますので、授業の対応も検討して

いかなければならないです。

委　対応については、国の学習指導要領改訂を待つのか。

それとも各教育委員会で考えるということか。

答　学習指導要領の改訂は3月に告示、20年度が周知徹

底、21～22年度移行、23年度から本格実施の予定とな

りますが、国では解説版を出し、順次、指導方法を変

えるようにという指導です。

12月定例会での審議案件はありませんでしたが、今回の委員懇談会では、主に全国学力調査について話し合われま

した。

委　結果を見る限りでは、学校で教えることや先生が子

ども達に言っていることをやっていれば、およそ問題

はないと思う。親の仕事の関係などで、子ども達と接

する時間が少なくなっていることなど、家庭の部分に

課題があるのではないかと思う。

答　家庭の教育力に今まで以上に協力をいただかなけれ

ばならないです。その対策については、教育振興運動

や地域コミュニティ事業の中で進めていこうと考えて

います。

委　基礎基本の定着という部分は大変重要である。昔は

「留年」というのがあった。各学年を終了するときの

認定に問題はないのか。

答　現在は、「習得主義」ではなく「履修主義」です。

平成元年の学習指導要領に「個性重視」という考えが

入り拍車がかかりました。しかし、基本的な部分は

「習得主義」の考え方も入れていかないと子ども達が

困るということで、「学びフェスト」「いわて型コミュ

ニティスクール構想」にある目的達成型教育の導入を

進めています。

☆改善されたこと（正答率の上昇）

［小学5年］ 昨年度と比較して、算数で2ポイント上昇しました。

［中学1年］ 昨年度と比較して、英語は7ポイント上昇しました。

［中学2年］ 昨年度と比較して、数学は13ポイント上昇しました。

［国　　　語］小学校・中学校ともに「書くこと」及び「読むこと」の力を高める必要があります。

［算数・数学］「数学的な見方や考え方」を育てる必要があります。また、小学校・中学校とも、根拠をもとに説明す

る力を育てる必要があります。

［英　　　語］中学1年に比べ2・3年で、特に「読むこと」「書くこと」の力を高める必要があります。

教育委員会議は、非公開事件以外は傍聴できます。
【問い合わせ】学校教育課（内線294）

委

教育委員会定例会リポート（12月）

答

委

答

委

答

委

答

【正答率の一覧表】

学年

小
学

中
学

4 67（69） － 69（76） － －

73（75） － 77（75） － －

62（70） － 59（77） － 83（76）

62（70） 55（57） 63（50） 60（56） 52（63）

－ － － － 55

5

1

2

3

国語 社会 算数・数学 理科 英語 備考・注

数字は町内児童生徒

の正答率

（カッコ内は昨年度

の正答率）

課　題

一人一人の定着度に応じた個別の指導を丁寧に行い、3学期中に全ての児童生徒のつまずきをなくし、上学年に進

級・進学させていきます。また、本調査結果を来年度の授業改善やカリキュラム編成に生かしてまいります。

総　括

学習定着度状況調査に関する問い合わせ　学校教育課（内線292・293）
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みんなで作ってたべよう！料理好き小学生集まれ！
【メニュー】
手づくりソーセージ・ラップごはん・野菜スープ

【期　日】① 3 月25日（火） ② 3 月26日（水）
【時　間】①②とも午前10時～午後 1 時

（作った後、みんなで食べてから解散です）
【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会員
【対　象】町内の小学生 【定　員】各回先着20人
【受講料】500円（当日集金します）
【持ち物】三角巾、エプロン
【申し込み】中央公民館へ 3 月21日（金）までにお
申し込みください。なお、定員に達した場合はその
時点で締め切りとなりますのでご了承ください。

（受付時間：平日 8 ：30～17：15）

今年度、資料館には順調に来館者が訪れていま
す。すでに、12月には昨年度の来館者数（2,150
人）を突破しています！
＊ 1 月末の来館者数

冬の曲り屋は、まさに身の引き締まるような寒さ
に包まれています。夏の涼しく快適な様子とは正反
対の冬の曲り屋で、昔の生活を偲んでみませんか？

【お知らせ】
本館展示の「板橋Ⅲ遺跡」出土の旧石器は、整

理作業のため 3 月末まで展示をしておりませんの
でご了承ください。

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！
県営屋内温水プール：http://www15.ocn.ne.jp/̃hotswim/

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（水曜休館）………………693-3751
ゲートボール場…695-2031 ケッパレランド…695-2211

フラワーサークル「ルピナス」は、季節に合わ
せたフラワーアレンジメントを学ぶサークルです。
初心者も安心して学べるサークルで、一緒にフラ
ワーアレンジメントを楽しみませんか？
【活動日】毎週火曜日

（自分の都合にあわせて活動できます）
①10：30～12：00
②14：00～15：30

【コース】以下のコースを自由に選択できます。
Ａ）フラワーアレンジメント（生花）…月3～4回
B）プリザーブドフラワー…月 1 回

【受講料】無料
（ただし花代等は実費）

【場　所】中央公民館
【問い合わせ】
TEL 698-1909（瀬川）

御明神体育会では、冬季間の運動不足解消と健
康づくりを目的として、軽スポーツ教室を開催！
どなたでも気楽に楽しめます。
【日　時】① 2 月26日（火） ② 3 月13日（木）

①②とも午後 6 時30分～ 8 時
【場　所】御明神公民館　多目的ホール
【講　師】雫石町体育指導委員
【対　象】町内在住または勤務の方
【種　目】開催日の参加人数に応じ、以下の軽スポ
ーツから選択して行います。

ほか
【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】御明神公民館へ 2 月25日（月）までに
お申し込みください（受付：平日 8 :30～17:15）。

今年も大人気のアンパンマンを上映！みんなで
見にきてね～！
【上映日】3月20日（木）
【時　間】午前10時（開場 9 時30分）
【場　所】野菊ホール
【入場料】一般500円／小学生以下無料

＊全席自由　当日券も同金額です。
【入場券】2 月20日（水）から中央公民館及び各地
区公民館で発売！
【問い合わせ】中央公民館

キンボール シャッフルボード ドッヂビー

児童
生徒

町内
一般

町外
一般

その他 計

201 413 1,290 387 2,291



新着図書をご紹介！（12/21～ 1/20受け入れ分　95冊）

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://www.lib-shizukuishi.jp 【問い合わせ】692-5959

（小説）
・キュア ………………田口ランディ
・ワンちゃん …楊逸（ヤン・イー）
・ルピナス探偵団の憂愁…津原　泰水
・交通事件 ………………山崎　達也
・先生と僕 …………………坂木　司
・選挙トトカルチョ ………佐野　洋

・地の螢 …………………内海隆一郎
・ラジオ・キラー
……セバスチャン・フィツェック

・私を猫と呼ばないで …山田　正紀
・いのちのパレード ………恩田　陸
・母べえ …………………野上　照代

・アンダーリポート ……佐藤　正午
・純愛の証明 ……………森村　誠一
・神書板刻 ………………澤田ふじ子
・軒猿の月 ………………火坂　雅志
・本当のうそ ………石田　衣良ほか
・温かな手 ………………石持　浅海

（一般書）
・いい妻、リセット宣言…百瀬瑛衣乎
・恋する天才科学者 ……内田麻理香
・余命１ヶ月の花嫁
…TBS｢イブニング・ファイブ｣編

・歌舞伎町のシャブ女王…石原　信司
・岩手会社年鑑2008

………………岩手産業統計所

・親の品格 ………………坂東眞理子
・おひとりさまの老後 …上野千鶴子
・健康問答・２…五木寛之・帯津良一
・筆跡事件ファイル ………根本　寛
・インテリジェンス人間論…佐藤　優
・大人の見識 ……………阿川　弘之
・岩手年鑑2008 ……岩手日報社編

・モンスター・ペアレント
……………………本間　正人

・中国ニセ食品のカラクリ…富坂　聰
・検察を支配する「悪魔」

………………田原総一郎ほか
・エコトバ…電通ECOプロジェクト
・勇気をくれる歌 …………根本　浩

（ヤング・児童書）
・かいけつゾロリ　やせるぜ！
ダイエット大さくせん…原　ゆたか
・チェスト！～がんばれ、薩摩隼人～

……………………横山　充男
・ちーちゃいチーチャ

………P・マクラクランほか
・ひとりざむらいとこうちょうせんせい

………………………斉藤　洋
・はっぱみかん …………風木　一人

・真夜中の秘密学校
……………エレン・ポッター

・テンサイちゃんとロボママ
………サイモン・ジェームス

・５さいってたいへん
…ジェイミー・リー・カーティス

・ブランク-空白に棲むもの-
……………………倉阪鬼一郎

・ねずみ小僧六世 …………星　新一

・魔法！魔法！魔法！
…ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

・ネズミ父さん大ピンチ！
……………ジェフリー・ガイ

・赤い糸 destiny（上・下） …メイ
・中高生660人の掲示板 …造事務所
・おつかいしんかんせん…福田　岩緒
・きんようびはいつも

…………ダン・ヤッカリーノ
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年度末図書整理作業（館内蔵書点検）のため、
下記の期間図書館を休館します。
期間中は本の貸出・予約等できませんのでご注

意ください。また、期間中の図書の返却は、図書
館玄関横に設置されている“緑のブックポスト”
に図書のみを入れて下さい。
ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

＊上記の他、 2 月中旬から 3 月の休館日は以下の
とおりです。

2 月………18日・25日
3 月………17日・20日・24日・31日

“たんぽぽおはなし会”～2月21日（木）10時30分から
【ば　し　ょ】中央公民館 2 階　視聴覚室
【プログラム】

たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

“しずくいしおはなし会”～2月23日（土）10時から
【ば　し　ょ】中央公民館 1 階　特別会議室
【プログラム】
【プログラム】

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

・えほん・かみしばいのよみきかせ
・パネルシアター
・おひなさまをつくろう（工作） など

・ねずみのすもう…渡辺　節子・文
・ぐりとぐら…なかがわりえこ・作　　など

～子どもにも読書の楽しさを！ 2月のおはなし会情報～

休館期間：3月3日（月）～10日（月）
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今年度、教育委員会では「読書大好き、雫石っ子」
をテーマとして、教育振興運動推進準備会を中心に読
書活動に取り組んできましたが、その成果発表として
「第1回雫石町親子読書のつどい」を開催しました。

開会後のジュニアリーダー「SKY」メンバーによる
「読書クイズ」では、子どもたちは元気いっぱいにクイ
ズを楽しみました。

その後、子どもたちは年齢にあわせたテーマの「お
はなし会」にそれぞれ参加しました。たんぽぽおはな
し会、おなはしの雫のほか、雫石中学校図書委員会、
七ツ森小読書ボランティア、上長山小読書ボランティ
ア（こまくさおはなしの会）の方々による読み聞かせ
に、子どもたちは熱心に聞き入っていました。
当日は、子ども（幼児～中学生）およそ70人、保護

者や引率の大人30人ほどが訪れ、本の世界、読書の世
界を一緒に楽しむことができました。

今年は「あなたも　わたしも　きらめいて」をテー
マに、まず中屋敷町長の講話で町政について学んだ後、
雫石高校保健委員会による保健劇『扉の向こうに　～
君との記憶　痛みとともに～』を鑑賞し、参加者は迫
真の演技に見入っていました。
最後に、現在話題の映画『ふみ子の海』を上演。会

場はほぼ満席で、雫石の女性の力を感じさせる 1 日と
なりました。

かつて雫石にも酒屋があった時代、蔵廻りの若者た
ちが健康を祈願して歩いたのが始まりとされる裸参り
は、昭和55年の再興後29回目の開催となりました。
当日は、最高気温 0 度という寒さに加え強風が吹く

厳しい天候でしたが、腰みのをまとい、横綱、お守り
をつけ、はさみやのぼりをもった26人の祈願者は、一
列に三社座神社から永昌寺（下寺）までのおよそ
1.2kmをゆっくりと歩き切り、雫石の若者の力を感じ
させる1日となりました。

【小学校 1・2 年女子】藤本　真澄（大村小）
【小学校 1・2 年男子】桐山　大輝（上長山小）
【小学校 3・4 年女子】藤本礼香里（大村小）
【小学校 3・4 年男子】林尻　剛（御明神小）
【小学校 5・6 年女子】村田　菜子（大村小）
【小学校 5・6 年男子】松ノ木堅太（御明神小）

【中学校女子】田中美奈代（雫石中）
【中学校男子】上野正太（雫石中）
【青年Ⅱ部男子】桐山　一也（上長山NDSS）
【小学校女子リレー】大村小学校
【小学校男子リレー】大村小学校
【小学校総合の部】大村小学校

雫石高校保健劇の一幕
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」 34

夢をもち意欲的に学ぶ子どもを育てるキャリア教育の推進

～西根小学校編～

次回は御所保育所からの情報をお送りします。

西根小学校　研究主任 栗田　裕年

本校では、キャリア教育の推進に取り組んでいます。昨年9月21日には、町内外からたくさんの先生方に参加して

いただき、子ども達の活動の様子を見ていただく学校公開研究会を行いました。

先日、この研究に対して文部科学大臣表彰を受けることができました。これも、この活動を支え応援して下さった

ＰＴＡや地域の方々のおかげです。心から感謝いたします。

１年生は、おうちの方々に仕事のコツを教わりなが

らお手伝いを続けました。その中で家族の愛情を感じ、

おうちの人のすばらしさに気づき、家族の一員として

働くうれしさを学びました。

２年生は、地域の自動車整備工場、美容院、工務所

を訪問し、仕事の様子や働く方々の思いを知ることが

できました。地域の方々の優しさにも触れ、地域の良

さを改めて感じることができました。

３年生は、何度も保育所を訪問して、保育士さんが

愛情をもって仕事をしていることに気付きました。そ

の姿から、他の仕事についてもやりがいや誇りがある

ことを感じられるようになりました。

4年生は、地域にあるこだわりの食品工場を5カ所訪

ね、体験活動やインタビューをして、働く方々のこだ

わりや生き方について五感を通して学んできました。

5年生は、地域の農家（わさび栽培、椎茸栽培、野

菜作り、そばの栽培、肉牛飼育）で見学、体験をし、農業

という仕事を通して、「働く」ことについて学びました。

6 年生は「大きくなったら何になる？」の活動で、

自分が一番憧れている職業を選び、その職業について

いる方々に直接訪問したりして「思い」や「こだわり」

について学んできました。そして一人一人が夢をもつ

ことができました。

【第1回】漫画家：そのだつくしさん

【第2回】タイの僧侶：アチャンカベサコ師

【第3回】建築業：小林常男さん

大工：袖林雄作さん

【第4回】医師：上原充郎さん

【第5回】グルージャ盛岡コーチ：鈴木純さん

同副理事長：菊池卓二さん

【第6回】マジシャン：菱川光さん

【第7回】北上川流域ものづくりネットワークコーディ

ネーター機械設計士：阿部昌明さん

【第8回】建築設計業：櫻田文昭さん

また「キラキラ夢タイム」では、地域でこだわりや誇りをもって働いている方々を学校に招いて、子ども達へのお

話、技の披露、体験指導等をしていただき、招いた方々の生き方なども学んでいます。

＜リレー＞ 【男子】第 4 位
＜学校対抗総合＞【男子】第 4 位 【女子】第 3 位
＜アルペン競技＞
【男子スラローム】第 2 位　讃岐圭二
【女子スラローム】第 1 位　松原美幸

第 4 位　宮本彩香
【女子ジャイアントスラローム】 第 2 位　横欠美奈

＜クロスカントリー競技＞
【男子 5 kmクラシカル】第 4 位　中屋敷恭平

第 6 位　高橋　涼
【女子 3 kmクラシカル】第 6 位　細川　利菜
【男子 5 kmフリー】 第 2 位　中屋敷恭平
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広報「教育しずくいし」 3月号は 3月13日（木）発行です。

� 2月～ 3月の主な行事予定�
2月
23 �～24 �　町長杯中学校バレーボール大会
28 �　教育委員会議
3月
1 �　雫石高校卒業式
7 �　ことばの教室退級式

3月
17 �　雫石中学校卒業式
19 �　町内小学校卒業式（大村小以外）
20 �　大村小学校卒業式
27 �　教育委員会議

この広報が出る日は、ちょうどバレンタイン当日☆…で
すが！今年も本命はいない寂しいバレンタイン↓↓とほほ
…ιなーんて書いておきながら実は楽しみにしています★
（笑）友達と今年はどんなデコメを送り合うか話し合ってい
る最中！女の子同士のバレンタインも案外重要です(^o^)丿
（HaR）

その昔… 3 万年もの昔、雫石にも人の生活があった!?
ただ今「板橋Ⅲ遺跡」の調査で得られた石器などの資料を
整理しています。遺跡の年代を調べるためには科学分析な
どによる裏付けも必要で、来月にはその分析結果も届きま
す。今から土器…じゃなくドキドキです（もちろん 3 万年
前に土器はありません）。（Yasu）

�あとがき�

中央公民館野菊ホールでは、平成20年度に照明設備改修工事の実施を予定しています。工事の実施に伴
い、期間中はホール休館となりますので、貸館は行いません。ご理解とご協力をお願いします。

【休館期間（予定）：平成20年 9月～10月】 【問い合わせ：中央公民館】

町（教育委員会）では、平成20年度学校臨時職員の登

録希望者の募集を行います。これは、就労を希望する人

にあらかじめ登録していただき、雇用する必要が生じた

場合に、登録者の中から選考し雇用するものです。

【登録受付期間】 2 月14日（木）～ 3 月 7 日（金）
【提出書類】・臨時職員登録申込兼履歴書

（町役場総務課に備えつけています）
・資格証明書の写し（資格が必要な職種）

【提出先】持参又は郵送で町役場総務課へ持参または郵
送してください。

（郵送の場合は3月7日（金）当日消印まで有効）
【募集職種】下記の学校臨時職員

・学校給食調理員（時間パート有り）
・学校用務員　　　　　・スクールバス運転手
・学校生活指導員　　　・適応支援相談員

なお、労働条件・賃金などの詳細や、学校以外の教
育委員会臨時職員の登録者募集については町広報誌
「広報しずくいし」をご覧ください。

【問い合わせ】
・登録者の募集：総務課（内線213・215）
・仕事内容：学校教育課（内線294・295）

町立図書館では、図書館の行う図書館奉仕について意

見を述べ、運営に関する事項を審議する図書館協議会の

委員のうち、利用者を代表する委員を1名募集します。

【任　期】
平成20年 4 月 1 日～平成22年 3 月31日
（ 2 年間）

【募集期間】2 月20日～ 3 月10日
【申込方法】①住所　②氏名　③生年月日　④性別　
⑤連絡先電話番号及び図書館についての考え　を簡潔
に記入の上、官製はがきでお申込みください。
＊選考結果は、 3 月20日ころ申込者本人あてにお知
らせします。

【申し込み及び問い合わせ】
〒020-0555 雫石町上曽根田114番地
雫石町立図書館　（電話・FAX 692-5959）

【問い合わせ】社会教育課内　広報「教育しずくいし」
編集局（内線284）

【中央公民館　野菊ホール休館予定のお知らせ】【中央公民館　野菊ホール休館予定のお知らせ】

2 月27日（水） 第86回全日本スキー選手権大会・アルペン競技
2 月28日（木） FIS Far East Cup ジャパンシリーズ2008雫石カップ
2 月29日（金） 2008全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技
3 月 1 日（土）‘93世界アルペン開催記念　第15回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会

【‘93世界アルペン開催記念大会　競技日程　（会場：雫石スキー場）】【‘93世界アルペン開催記念大会　競技日程　（会場：雫石スキー場）】


