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編集・発行／平成20年 5月 8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から教育委員会をクリック！

「七ツ田の弘法桜（町指定天然記念物）」は、弘法大師空海が雫石の地を訪れ、その時杖にしていた桜の
枝を突き刺したものが根付いたという伝説が残る、町内有数の桜の巨木・名木です。樹種は、盛岡の石割桜
と同じ「エドヒガン」ですが、その樹齢は、石割桜を優に上回り800年以上と言われています。
毎年、別名「昇り龍」の名にふさわしい見事な花を咲かせ、多くの人の目を楽しませてくれる弘法桜です

が、実は、過去には枯れる寸前まで木が傷んだ
時期があったのです。
言い伝えも残る、町にとって貴重な名木を死

なせてはいけないと、平成 6 年、町では樹木
医の診断を受け、枯枝や腐朽部分の除去、殺菌
剤や樹脂の注入など、大規模な外科手術を実施
しました。
この外科手術の成功によって、弘法桜はかつ

ての「昇り龍」の姿を取り戻すことができまし
た。
外科手術から14年経過した今、弘法桜は見

違えるほど元気になり、ますます枝を伸ばして
成長を続けています。昭和60年ころの弘法桜

【平成20年 4月23日撮影】
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特 集～地域で子どもを育もう！教育振興運動特 集～地域で子どもを育もう！教育振興運動
岩手県独自の運動「教育振興運動」は、学校・親・地域・行政・子ども の 5 者が関
わり、地域ぐるみで行う子どもの健全育成の手法として、近年その意義が見直されてき
ています。
近年まで実質的に下火になっていたこの運動を再び盛り上げようと、町では、平成

18年度から再興に取り掛かり、2 年が経過しました。

町PTA連絡協議会役員と町教育委員会関係者に
よる懇話会をつくり、計画の内容などについて活
発に意見交換しました。

① 教育振興運動推進懇話会の結成
～まずはPTAと行政が一体に

学校（町校長会・教頭会・高校）・家庭（PTA）・地域（町地域公民館連絡協議会・町子ども会育成会連合会・町
老人クラブ連絡協議会・町保育施設協議会）・行政（町教育委員会）による準備会を設立しました。

① 懇話会から準備会へ ～学校・行政・家庭・地域の4者組織へ拡大

すべての小学校区で、学校・家庭・子どもの三者による話し合い
の場を持つことができ、教育振興運動実践協議会実践区を立ち上げ
ることができました。

② 推進母体の立ち上げ ～まずは各小学校区で実践区の組織結成へ

家庭や地域への広がりを目標として「親子読書カード」を町内す
べての学校に配布して取り組み、作成することができました（カー
ドはふれあい広場にも展示しました）。
また、取り組みの成果として、関係団体の協力を得て「第 1 回

雫石町親子読書のつどい」を開催することができました。

③ 具体的な実践課題への取り組み
～「読書大好き雫石っ子」をテーマに

実践を大切にし、実践区を土台に町全体の組織
をつくっていくプランが確認されました。

② 教育振興運動再生プランの策定
～4年かけて再興を

この研修会は、各校PTAの活動発表の場として
大きな効果をもっていましたが、「地域」との関わ
りが弱い傾向にありました。
このため、より多くの町民が参加できるよう、

その内容を工夫したところ、たくさんの来場者で
一層充実した研修会とすることができました。

③ 5者が関わる機会づくり
～町PTA連絡協議会実践活動研修会を充実させよう

そして、3 年目を迎えた今年度は、町が掲げる10の重点事業の一つとして、今まで以上に力を入れて取
り組んでいきます。

各小学校区で組織された実践区
に地域の参画を進め、3 者（学
校・行政・家庭）から 4 者の組
織に広げていきます。

① 地域の参画を進めます
～3者の取り組みを4者に

それぞれが取り組んでいること
を発表し、学ぶ機会として、4 地
区（雫石・御所・御明神・西山）
で実践交流会を開催します。

② 実践交流会を開催します
～実践の交流を地区ごとに

「家庭で読書」をねらいとして
全町で読書推進に取り組み、「第
2 回雫石町親子読書のつどい」を
開催します。

③ 親子読書のつどいを開催します
～町全体で「読書」を推進
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その1 決定事項編　　～以下の6議案が承認されました～

その2 質疑応答編
②「命」の教育について
委　生き物を飼うことで命の尊さを知ることに役立
つと思うが、実際に学校現場ではどのように考え
ているか。

答　小学校では取り組んでいる学校もあるようです
が、なかなか難しい状況です。鳥インフルエンザ
などいろいろな制限が入ってきて悩みもありま
す。ふれあうことは大切だが、生き物を飼うこと
は可愛がるだけでなく大変なことがたくさんある
ということを知ることが大事だと思います。学校
ではいろいろ工夫しながら取り組んでいます。

③インターネット等の利用問題について
委　インターネットや携帯電話によるリスクが多す
ぎるということを親や子ども達に教えて欲しい。
危ないということを発信していかなければならな
い。パソコンの知識があって詳しければ対処でき
るが、親がわからなければどうしようもない。携
帯電話などは子どもの所在を確認するという意味
で持たせている部分が多いようだ。情報交換をし
ながら対処していかなければならない。

答　携帯電話の所持が良い方に作用した事例も何件
かありますが、いろいろな落とし穴があり怖い部
分があると思っています。学校へは実態の把握を
お願いしているところです。

①卒業式について
委　小中学校の卒業式に出席した。大変素晴らしい
卒業式だった。立派な姿に感激してきた。どこの
小学校でも座っているときの態度、私語は厳禁、
退場までの態度を見るとリハーサルを積んでいる
状況がよくわかった。が、中学校の卒業式は少し
気持ちに緩みがあったのではないか。私語が少し
多かったように思う。呼名された際の返事ももう
少し元気があっても良いと思う。

委　中学校の校歌斉唱は合唱だった。芸術的な卒業
式が行われたと思う。ブラスバンドも良かった。
張りつめた式の中で思いを込めて最後に校歌斉唱
となるわけだが、合唱となるとなかなか一緒には
歌えない。晴れやかに一緒に歌いたいと思う。

委　合唱というものは、学校のまとまり、クラスのま
とまりの判断とすることができる。卒業式の校歌
斉唱や雫中祭での合唱コンクールなど、子ども達
の頑張りが見られる。学校も頑張っていると思う。

答　中学校では、生徒指導の面が出てくることだと
思います。あるいは、毎日の授業の始めと終わり
の挨拶など、日頃の積み重ねが壇上での行動や礼
の仕方に現れてくるのだろうと思います。合唱が
きちんとできているのでいいのかなと思っていま
す。新年度早々に学級づくり研究会を中学校会場
に開催し、取り組みを進めることとしています。

かしこく、たくましく、優しい雫石っ子を育てるためには、町民皆さんのご協力が欠かせません。町の教育
振興運動を盛り上げていくために、こんなことに取り組んでみましょう！

教育振興運動は、一緒に活動しながら子ども達とかかわっていく活動です。
よりよい「雫石の教育」のため、地域の皆さんのご意見等もどしどしお寄せください。

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

委

委

答

委

答

委

答

・絵本の読み聞かせや昔話を聞かせる
機会を持ちましょう。

・家庭での読書の時間を増やしましょう。

・地域の子どもに、地域のよさを語っ
てあげましょう。

・地域で子どもの様子を語り合いましょう。

・地域で子どもの様子を語り合いましょう。

・実践区の取り組みに参加してみましょう。

・地区の実践交流会に参加してみましょう。

教育振興運動に関する問い合わせ 社会教育課（内線282）

１．雫石町就学指導委員会委員の委嘱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任命及び解任に関し議決を求めることについて
３．雫石町文化財保護審議会委員の任命及び解任に関し議決を求めることについて
４．雫石町公民館運営審議会委員の任命及び解任に関し議決を求めることについて
５．雫石町立図書館協議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて
６．雫石町児童生徒就学援助事業実施要綱の制定について

教育委員会定例会リポート（3月）
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【日　時】6 月20日（金）
午前 8 時　町役場前集合・出発

【見学場所】秋田県大仙市方面
・払田柵跡（国指定史跡）
・秋田県埋蔵文化財センター
・古四王神社（国指定重文）
・池田氏庭園（国指定名勝）
・本堂城址（県指定史跡）
・大曲産業展示館
＊天候や交通事情により、変更の場合があります。

【参加費】3,000円（入館料・昼食代・保険料等）
【定　員】先着30人
【申し込み】社会教育課へ 6 月10日（火）までにお
申し込みください（内線284）。

「でしゃばるな塩分よ！」をテーマに、おいしい料理を作りましょう！
【日　時】6 月18日（水）午前10時～午後１時
【場　所】中央公民館　調理実習室
【メニュー】りんごおこわ・片栗餅（汁物）・豆腐ボールの野菜あんかけ･酢の物

（おまけメニュー：小倉ミルク白玉）
【講　師】町食生活改善推進員連絡協議会会員
【受講料】500円
【定　員】15人
【申し込み】中央公民館へ 6 月 9 日（月）までにお申し込みください（受付時間：平日8:30～17:15）。

第61回岩手芸術祭を開催するにあたり、芸術文化の創造と発展をイメージさせるテーマを募集します。
【応募資格】県内在住または県出身者か岩手県に本籍のある人
【応募方法】専用の応募用紙（町教育委員会社会教育課にもあります）に記入して応募してください。
【応募期限】5 月31日（土）必着
【選定・表彰】優秀作（ 1 編）と佳作（ 4 編）を選定します。優秀作には賞状及び賞金20,000円を、佳作
には賞金5,000円を贈ります（ただし中学生以下の場合、賞金の代わりに図書カードを贈ります）。
〔前回（第60回）の入選作品…参考〕
（優秀作）「キラッと創造　ピカッと感動　夢未来！」
（佳　作）「咲き誇れ！　岩手の大地に　大輪の文化」・「作ろう、岩手の文化　咲かせよう　芸術の花」

「創造の花びらよ、岩手の大空に舞い上がれ」・「光よ降れ　風よ立て　そよぐ文化の香り」
【応募・問い合わせ先】第61回岩手芸術祭実行委員会事務局　テーマ募集係
〒020－0023 盛岡市内丸13－1 岩手県民会館内（TEL：654-2235／FAX：625-3595）

【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://www.zai-shizuku-taikyo.or.jp/̃hotswim

【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

今年の町民登山は、「秋田森吉の花をたずねて！」
をテーマに、標高1,454ｍの森吉山に登山します。
【期　日】6 月22日（日）
【持ち物】昼食・雨具・捕食・飲料水・着替え等
【参加料】１人1,500円

（保険代・携帯トイレ・入浴料等）
【参加資格】雫石町民
【定　員】先着30人
【申込期間】5 月20日（火）～ 6 月10日（火）
【申し込み】町営体育館へ参加料を添えてお申し込
みください。
【その他】申込後の参加料の返金はいたしません。
あらかじめご了承ください。

【問い合わせ】町営体育館
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4月25日、高橋ヤス子さんから、郷土の名工で
ある安本吉光氏製作の脇差が寄贈されました。

安本吉光（本名：徳治／故人）氏は、明治37年
生まれの刀工で、ヤス子さんの父にあたる人物です。
（財）日本美術刀剣保存協会が毎年開催している「新
作名刀展」で、優秀賞・努力賞・入選など多くの賞
を受賞し、その作品は高い評価を得ています。
資料館では、彼の刀づくりに関係する資料や写真

を常設展示していますが、今回の寄贈によって、さ
らに資料のもつ価値が高まりました。この場をお借
りして、お礼申し上げます。

種まきから製品完成まで…全4回シリーズの「ほ
うき作り」！
定員までまだ若干の余裕があります。早い者勝ち！

【日　時】
第 1 回：畑に種をまこう 5月18日（日）
第 2 回：間引きと草取りをしよう 6 月15日（日）
第 3 回：ほうき草を収穫しよう 9 月 7 日（日）
第 4 回：ほうきを作りましょう 10月 5 日（日）

＊いずれも午前10時～午後 3 時
【場　所】資料館集合後、現地（畑）へ移動
【定　員】先着15人
【受講料】1,000円（畑使用代、肥料代等）
【持ち物】長靴・帽子・ゴム手袋・昼食・飲料水

草刈鎌（第 2 回）

中央公民館「昔がたり教室」で勉強してきたメン
バーが、ついにサークルを立ち上げました！
雫石を愛する人！雫石の昔話に興味のある人！入

会お待ちしております。

【活動日】月１～2回
（時間等詳細はお問い合わせください）

【活動場所】中央公民館　他　
【会　　費】2,000円（年会費）
【活動内容】雫石の昔話を広く紹介し伝承していく
ため、昔話の収集、勉強会、発表会などを開催します。

【入会申し込み・問い合わせ】中央公民館

1924年にモスクワに生まれたアントーノフは、
自然や街の風景を中心としながらも、独自な人物像
の絵画作品を多数残しています。今回展示している
作品には、激動の20世紀を生き抜きながら絵画に
込めた純粋な思いが静かに秘められています。
【開催期間】6 月29日（日）まで
【開館時間】午前 9 時30分～午後 5 時 ＊月曜休館
【入館料】大人500円・小中学生400円

（団体入館割引あり）
【問い合わせ】御所湖川村美術館（℡692-5931）

菅田教室のみなさんの力作が展示されます。
【開催期間】5 月10日（土）～25日（日）

古文書を読めるようになりたい方！古文書に興味
のある方！一緒に古文書を学びませんか？
明治14年に書かれた「道中記」（旅日記）に光を

あて、115日間の伊勢、金昆羅参りの旅をいっし
ょに楽しみましょう。安心の初心者向けです。
【活動日】5 月17日から（毎月第 3 土曜の予定）
【時　間】9：30～11：30 【講師】藤沢昭子さん
【場　所】歴史民俗資料館（予定）
【会　費】月1,000円（資料代含む）
【問い合わせ（仮）】歴史民俗資料館

メンバー集合！中央が会長の石井浩一さん

素敵な「ちぎり絵」がふれあい広場を彩ります。
【開催期間】5 月27日（火）～ 6 月16日（月）

中央公民館１階ロビー　ふれあい広場展示　　　　



新着図書をご紹介！（3/21～ 4/20受け入れ分　計165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 ●
・沈黙のアイドル…………………………赤川　次郎
・亡者の銭…………………………………澤田ふじ子
・サトシ・マイナス…………………………早瀬　乱
・タイム・ラッシュ～天命探偵真田省吾～

…………………………………………神永　学
・ジーン・ワルツ……………………………海堂　尊
・古城ホテル………………ジェニファー・イーガン
・リニューアル　ガール………カプリス・クレイン
・チューバはうたう…………………………瀬川　深
・逝年………………………………………石田　衣良
・ライオンの冬……………………………沢木　冬吾
・モーニング………………………………小路　幸也
・バチカン奇跡調査官………………………藤木　稟
・ウツボカズラの夢………………………乃南　アサ
・鼓笛隊の襲来……………………………三崎　亜記
・田村はまだか……………………………朝倉かすみ
・For You…………………………………五十嵐貴久
・エヴリブレス……………………………瀬名　秀明
・山彦ハヤテ………………………………米村　圭吾
・婚約のあとで……………………………阿川佐和子
・スメラギの国……………………………朱川　湊人

● 一般書 ●
・昆虫楽園～インセクト・パラダイス

………………………………………沢口たまみ
・がばいばあちゃんの手紙………………島田　洋七
・空の絵本………………………………あまんきみこ
・ウソ読みで引ける難読地名……………篠崎　晃一
・模様がえのきほん……………池田書店編集部・編
・石田衣良の白黒つけます………………石田　衣良
・さらば財務省！………………………… 橋　洋一
・「イヤイヤ」ばっかり言わないで！

…………………………Ｄ.ボーゲニクトほか
・恐竜は虹色だったか？………………ビートたけし
・ザ・万歩計………………………………万城目　学
・赤ちゃんクジラと泳いだ海………リン・コックス
・次男坊たちの江戸時代…………………松田　敬之
・ベテラン庭師が教える庭いじりの楽しみとコツ

………………………………高取　忠彦編著
・ホワイトボックス………………………高山　義浩
・新・にほんご紀行………………………山口　仲美

● ヤング・児童書 ●

・まじょドッコイショのごきげんなドレス…垣内　磯子
・花ざかりの家の魔女……………………河原　潤子
・つぐみ通りのトーベ……………ビルイット・ロン
・ペギー・スー　９…………セルジュ・ブリュソロ
・世界一に輝いた松坂大輔メジャー物語…石田　雄太
・おばけ屋のおばけたまご……………あわたのぶこ
・くろくまくん……………………………松澤　由佳
・てんぐのくれためんこ…………………安房　直子
・わらった…………………………………内田麟太郎
・サムさんと10ぴきのひつじ…………ミジ・ケリー
・こうふくみどりの………………………西　加奈子
・スパイガール episode２ ……アリー・カーター
・デモナータ６幕悪魔の黙示録 …ダレン・シャン
・六つの魔法のおはなし……イングリット・ユーベ
・ガンバリルおじさんとホオちゃん…やなせたかし
・しんかんくんようちえんにいく……………のぶみ
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4 月24日、前雫石町図書館協議会委員の根本忠夫さんと上野幸彦さんが、県図書館協会永年勤続者表彰
を受賞しました。この表彰は、図書館の円滑な運営や、子ども達の読書習慣の定着、地域の読書普及など、
委員として長年にわたってご尽力くださったことによるものです。
改めて、お二人の長年にわたるご尽力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

＜ 5～ 6月の図書館休館日＞
5 月：12日・19日・26日
6 月：2 日・9 日・16日・23日・30日

5 月15日（木）10時30分から“たんぽぽおはなし会”
【会　場】中央公民館 2 階　視聴覚室
【プログラム】
・大型絵本『ちびゴリラのちびちび』 ほか
・かみしばいのよみきかせ
・パネルシアター『いないいないばぁ』
・こうさく『かいものごっこをしよう』 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！

5 月24日（土）10時から“しずくいしおはなし会”
【会　場】中央公民館１階　特別会議室
【プログラム】・バスをおりたら…小泉るみ子 作・絵
・カッコウが鳴く日…小泉るみ子 作・絵
・大好きなぼくのともだち…アンドレ・ダーハンなど

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

引越等で、住所や電話番号など、利用者登録内容に変更が生じた方はご連絡下さい。



今、子どもたちは… シリーズ「輝」 37

「米作りから学ぶ」

～上長山小学校編～

次回は南畑小学校からの情報をお送りします。

上長山小学校　教諭 高橋　敏彦

上長山小学校では、全校で米作
り体験学習に取り組んでいます。
米作りに関わるさまざまな体験を
通して、働くことの尊さに気付か
せるとともに、食物に感謝する心
を育てることをねらいとしていま
す。
4月19日、種まき体験をしまし

た。地域の農家の方に指導に来て
いただきました。小さな種の一粒
から秋にはたくさんの稲が実るこ
とを思い浮かべ、子どもたちの目
は輝いていました。このあと約１
ヶ月間、農家の方にしっかりと管
理していただき、苗が育ちました。
5 月25日に田植えをしました。

水田は、学校の目の前にある田んぼ
を地域の農家の方からお借りしま
した。小雨が降る中、PTAの方々や
おじいちゃんおばあちゃんたちが
お手伝いに来てくださいました。

素足を田んぼに入れる感触に、
子どもたちは大はしゃぎでした。
なかなかまっすぐに植えることが
できず、おばあちゃんたちに植え
直してもらった所もありました。
その後は、稲の生長を観察し、

苗の伸びや苗の数の変化から、生
長の力強さにあらためて驚いてい
ました。低学年はイナゴとりを楽
しみました。

9 月27日に稲刈りをしました。
この日も地域の方々が来てくださ
り、鎌の使い方や刈った稲の束ね
方を指導していただきました。わ
らで束ねるのが難しかったようで
す。稲穂があちこちに落ちていま
した。低学年の子は、稲の束をは
せがけのところまで運びました。
散らかった稲穂を拾い集めること
もがんばりました。

10月18日、脱穀をしました。農
家の方から脱穀機を持ってきてい
ただきました。機械を通した稲穂
はみるみる籾となり袋にたまって
いきました。大きな麻の袋で4つ
分ほどの籾ができました。
12月11日、「収穫祭」を実施し

ました。米作りでお世話になった
方はもちろん、スクールガードの
方々や読み聞かせボランティアな
ど、この1年間に子どもたちがお
世話になった方々を招待しました。
収穫したお米でもちつきをし、あ
んこやきな粉をからめてみんなで
食べました。日ごろの感謝の気持
ちを手紙やプレゼントにして渡す
場もあり、心温まる収穫祭でした。

2月13日、1・ 2年生が、みずき
団子のお飾り作りをしました。今
年度のお米の収穫に感謝し、来年
度の豊作を願いました。
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このたび、菅田篤さん（滝沢村在住）から、絵画（油絵）の寄
贈を受けました。近日中に中央公民館に展示される予定です。
菅田さんの作品の中には、雫石町内の風景を描いたものがいくつ
かありますが、今回寄贈されたこの絵は、1991年に制作された
「白い道のある風景」というものです。
菅田さんは、現在も雫石油絵同好会の指導者として雫石に深く

関わっています。貴重な絵画を寄贈していただき、ありがとうござ
いました。

子どもたちは、「たくさんの苦労があるけど、それだけ食べる喜びがあると思う。」「農家の人たちの苦労が
よくわかりました。農家のみなさん、ありがとう。」「こんなに大変だからこそ、機械を使って工夫しているこ
とが分かった。」などの感想を持つことができました。
米作り体験を通して地域の方々とふれあい、交流を深めることができたことも、この学習の成果だと言えま
す。いつも支えて下さる地域の方々に、心から感謝いたします。
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広報「教育しずくいし」 6月号は 6月 12日（木）発行予定です。

4 月から、晴れて社会教育課に配属になりました。当面の課題
は、仕事もさることながら、雫石の地理と地名を覚えること！方
向音痴な私ですが…精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願
いします！（A）

4 月から、晴れて社会教育課に新採用職員が配属されました
（私以来 9 年振り）。当面の課題は、雫石の地理と地名もさること
ながら、やっぱりまずは仕事の基礎を覚えてもらうことかな。後
輩が精一杯頑張れるように、ちゃんと教えなければ…。（Yasu）

�あとがき�

�5月～ 6月の主な行事予定�

【5月】
13� 雫石町教育研究会
17� 雫石中学校体育祭
18� 岩手山ろくファミリーマラソン
24� 町内小学校運動会

（七ツ森・御明神・橋場・南畑・安庭）
25� 町内小学校運動会（上長山・大村）
29� 教育委員会議
30� 雫石中ゴミゼロ作戦
31� 雫石小学校運動会

【6月】
1� 町内小学校運動会（下長山、西根）

御所地区混合バレーボール大会
御明神地区行政区対抗野球大会

8� いわて銀河100kmチャレンジマラソン大会
雫石地区行政区対抗野球大会

13�～16�
岩手地区中学校総合体育大会

14� 雫石町春季スポーツ少年団野球大会
19�～20�

東北ブロックグラウンドゴルフ大会
24� 第42回雫石町小学校陸上記録会
27� 教育委員会議
29� 雫石地区混合バレーボール大会

教育委員会では、上記委員の一部について公募します。町スポーツ振興審議
会は教育委員会の諮問機関で、その役割は、町のスポーツ振興に資するための
施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議することとなっています。

【募集人員】2 人
【任　　期】委嘱の日から 2 年間
【応募資格】以下の項目をすべて満たしていること。
（ただし、国・地方公共団体の職員は除きます）
①20歳以上（平成20年 4 月 1 日現在）で、本町
に在住していること
②調査審議する内容に関して十分な見識を有してい
ること
③平日の日中に開催する会議（年 1 回）に出席可
能であること

ワックス作業の実施に伴い、利用
時間が一部変更になりますのでご了
承ください。
【変更期間】
6 月23日（月）～25日（水）

【問い合わせ】町営体育館
（TEL：692-5030）

ホール照明設備改修工事の実施に伴い、工事期間
中は休館となり、貸館は行いません（ホール以外の
会議室等は、通常どおりご利用いただけます）。
ご理解とご協力をお願いします。
【休館予定期間】9 月～10月
【問い合わせ】中央公民館

【応募方法】町教育委員会に備え付けの[応募申込書
兼履歴書]に必要事項を記入し、持参・郵送または
FAXで応募してください。

【書類提出先】町教育委員会社会教育課
〒020－0595 雫石町千刈田 5 番地 １
（FAX：692-1311）
【受付期間】5 月12日（月）～30日（金）必着
【選　考】別途設置する選考委員会で書類選考を行い
ます。なお、選考結果は応募者全員に通知します。
【問い合わせ】社会教育課（内線283）

募集要項

【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）


