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〒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！

☆特集☆　好天！絶好の条件で今年も出場者数は過去最高を大幅に更新！

第24回岩手山ろくファミリーマラソン ～5月17日（土）

今年も、春の風物詩として定着している岩手山ろくファミリーマラソンが盛大に開催されました。近年参

加者が増加し、ますます盛り上がっているこの大会ですが、今年はなんと！昨年を大幅に上回る1,409人

の参加申し込みがありました。

当日の天候は晴れて暖かく、絶

好のマラソン日和となりました。

午前 9 時15分から始まった開

会式、3 km家族ペアの部に出場す

る町内塩ヶ森の杉田宰（つかさ）

さん・侑愛（ゆあ）さん親子が元

気いっぱいに選手宣誓をしてくれ

ました。

午前10時、ハーフマラソンの部

がスタートした後は、10km、

4 km、3 kmの部と分かれてラン

ナーがスタート。好天のおかげも

あって観客も多く、沿道から選手

への応援がさかんに送られていま

した。

完走後は、これも恒例となっている町婦人会による豚汁のサービスに舌鼓を打っていました。

当日は他にも町の地場産品の直売などが催され、運動公園内には活気があふれていました。

11時30分ごろから順次行われた表彰式では、各種目の上位選手に賞状や記念品が贈られたほか、最高齢者賞の

木村民二さん（東町）にも、特別賞として雫石牛・南部かしわの詰め合わせが贈られました。

10時30分過ぎには続々と選手

がゴールしていきましたが、特に

も地元選手の目移さんが10kmの

部トップで競技場内に戻ってくる

と、ゴール前では一際大きな声援

が沸き起こりました。

今年は合計1,259名のランナー

が見事完走を果たしました。

第24回岩手山ろくファミリーマラソン入賞者（町内出場者）

【10km 男子29歳以下】
1位　№1003 目移　和行さん　記録0:33:41

【4km 男子中学生】
2位　№2311 村上　映人さん　記録0:14:05

【4km 男子小学校高学年】
6位　№2429 村上　純人さん　記録0:16:37

【3km 男子小学校低学年】
2位　№3001 植野　風真さん　記録0:12:56

【3km 家族ペア】
5位　№4093 阿部　繁樹さん・遼河さん

記録0:13:50



上長山小学校実践区では、昨年度から学校・地域・児
童の 3 者による取り組みがスタートしました。昨年度は、
保護者に教育振興運動の意義や全町をあげて 4 年計画で
再生プランを開始していることを理解していただくこと
から始めました。
具体的には、「読書の取り組み」を柱とすることとし、

保護者と地域の方からなる読み聞かせボランティアグル
ープ「こまくさお話の森」をスタートさせ、毎月１～2
回の読み聞かせを行っていただきました。また、各家庭
では、親子で読書の時間をつくる取り組みを進めていた
だきました。
さらに、年度途中で保護者からいろいろなアイデアが

出され、学習発表会後に一斉に親子で図書館の本を借り
ることや、地区によっては夏休みのラジオ体操後に保護
者による読み聞かせを行った地区もありました。
今年度は、いよいよ地域を含めての 4 者による取り組
み開始です。本実践区では、昨年度と同様に「読書への
取り組み」を運動の柱とすることとし、5月14日（水）
に学校・家庭・児童による 3 者の話し合いをもちまし
た。

出席者は、5・6 年児童12名と保護者代表 3 名、そ
して、校長、教頭と 5・6 年担任でした。
まず、児童一人一人から「昨年度読んだ本の中で一番

心に残った本」と、「今年度の読書の目標」を発表して
もらいました。読書講演会や教師からのブックトークで
勧められた本が心に残ったという児童が多くいました。
また、今年度の目標では、学年の「おすすめの本」を読
破することを挙げた児童がほとんどでした。
次に、保護者から自分が子どもの頃に読んだ本のこと

や、その本を読むようになったきっかけなどを話してい
ただき、最後に児童を小グループに分け、グループごと
に本をたくさん読むためのアイデアを発表してもらいま
した。
今年度の 3 者による話し合いは、参加者全員が読書に
関して熱心に語り合うことができ、とても有意義な会と
なりました。次は、今年度の半ばに取り組み状況を確認
し、さらに地域の代表の方にも入っていただき、4 者の
話し合いを持ち、地域の方からもご意見をいただき、と
もに取り組みを進めていきたいと思います。

〈上長山小学校実践区事務局長　　高橋　司〉
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特 集 ～地域で子どもを育もう！教育振興運動②特 集 ～地域で子どもを育もう！教育振興運動②

町内の小学校単位で組織された実践区、早速 3 者での話し合いが始まりました。先
頭を切ったのは上長山小学校実践区、その様子が届きました。

教育振興運動に関する問い合わせ 社会教育課（内線282）

【質疑応答の詳しい内容などに関する問い合わせ】 社会教育課（内線282）

今年も柱は「読書への取り組み」

「実践区、動き出す！」

その1 委嘱状交付　　～新委員（阿波和男氏・菊池　浩氏・藤本智雄氏）に委嘱状が交付されました
その2 報告事項編　　～以下の議案が報告されました～
・平成20年度生涯学習・文化行政の方針について（平成20年度版「雫石の教育」から）
・平成20年度社会教育課事業報告（5 月まで分）について
その3 質疑応答編
質疑応答で取り上げられた主な話題は以下のとおりでした。
①（家庭教育を含み）教育振興運動について　　　　 ⑤総合型スポーツクラブについて
②読書活動について　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥体育指導委員の活動について
③文化の伝承について　　　　　　　　　　　　　　　　⑦スポーツリーダーバンクについて
④スポ少活動について　　　　　　　　　　　　　　　　⑧町体育協会との協力について
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その１　報告事項編　　～以下の議案が承認されました～

その2 質疑応答編

②学校給食について
委　給食費の値上がりがマスコミ等で取り上げられ
ている。自校方式を導入している当町の対応はど
ういう状況か。

答　値上げした学校もありますが、ほとんどがやり
くりをして現状で頑張るということのようです。
強みは農家の協力、地元食材の活用があるからだ
と思います。委員会として特別に対応は考えてい
ませんが、まだまだ値上げの傾向が続くようです
ので注意していきたいと思います。

③地域総合型スポーツについて
委　地域総合型スポーツの今後の取り組みについて
伺う。計画年度が終了し、今度はそれを普及に移
す段階と思う。どういう形がスポーツ振興になる
のか。また、参加者が少なくなってきている。地
区大会を省くなど、町全体の行事日程等を考えて
はどうか。

答　「総合型」で進んでいるのは御所地区だけです
が、公民館と共催にしないと無理なところがあり
ますし、他の地区体育会ではなかなか難しいよう
です。また、地域の人口も少なくなっていますか
ら、競技する人も減ってきています。種目によっ
ては、すでに町大会一本で実施しているものもあ
ります。

①全国学力テストについて
委　学力調査がつつがなく終わった。昨年度から取
り組んだところが多かったようだが、毎年実施で
いいのか。「教育は百年の大計」という観点から
すれば、ある程度のスパンで見てよいのではない
か。一喜一憂させる業界の実態がある中で、マス
コミ等の捉え方、評論家と称する人たちの様々な
意見に振り回されないようにしていかなければな
らないと思う。
委　前年度の結果を踏まえて指導改善の対策を行っ
た結果、どういう成果に結びついたかの検証が必
要になってくる。そのための一つの手段として実
施するべきではないか。バラツキを少なくする、
平均点を上げる、下位層を上げるなどの取り組み
をするために、このテストをどう使うかという観
点でやってもらえればいいと思う。
答　町内一斉に小学６年生と中学３年生が実施して
います。昨年も行っていますが、前年度の実績と
反省を踏まえ今年の方針を出し、指導を進めてい
くこととしています。

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

委

答

委

答

委

答

・雫石町立小中学校管理運営規則の一部を改正する専決処理の報告について

教育委員会定例会リポート（4 月）

「食育」とは、国民一人一人が、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れ
るよう、自らの食について考える習慣や、食に関する様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付ける
ための学習等の取組みを指します。

子どもたちをはじめ、すべての人

が健康でいきいきと暮らせるように

するためには、何よりも「食」が大

切です。みんなで「食育」に取り組

みましょう。

少なくとも、週１日は家族そろっ

て楽しく食卓を囲んでみてはいかが

ですか。

未来ある子どものために家庭での楽

しい食卓づくりを心がけましょう！

― 平成20年度食育標語 ―
うれしいな　笑顔満点　食満点 選ぶこと　君の健康　守ること食文化　次はあなたが　守る番

話題提供
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～家計と地球にやさしい電気との付き合い方～
【日　時】① 7 月24日（木）午後1時30分～4 時

② 7 月25日（金）午後1時30分～4 時
※ご都合のよい日をお選びください。

【場　所】中央公民館　視聴覚室
【講　師】東北電力（株）から
【対　象】町内在住または勤務の方
【受講料】無料　　【定　員】各日先着10人
【申し込み】中央公民館へ 7月11日（金）までにお
申し込みください（受付時間：平日 8：30～17：
15）。
＊フリートーク形式の講座ですので、お気軽にご参
加ください。紅茶とケーキのサービスもあります♪

【日　時】6 月22日（日）午前 9 時～正午
6 月23日（月）午前 9 時～正午

【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬　裕子さん
【受講料】500円

【定　員】各日15人
【申し込み】御所公民館へ 6 月20日
（金）までにお申し込みください
（受付時間：平日 8：30～17：15）。

【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

「人生の先輩に捧げる味☆」をテーマに、おいし
い料理を作りましょう！
【日　時】7 月16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】白菜のあんかけ丼・フルーツサラダ・

小松菜と卵のスープ
（おまけメニュー：がんづき）

【講　師】町食生活改善推進員連絡協議会会員
【対　象】町内在住または勤務の方
【受講料】500円
【定　員】15人
【申し込み】中央公民館へ 7 月 7 日（月）までにお申
し込みください（受付時間：平日8：30～17：15）。

空いている時間を使って、気軽に筋力＆体力をア
ップさせましょう！
【日　時】
①午前の部　7 月 3 日（木）～ 9 月11日（木）

午前10時～11時30分
（毎週木曜・全10回）

②夜間の部　7 月 3 日（木）～ 9 月11日（木）
午後 7 時～ 8 時30分
（毎週木曜・全10回）

※①・②ともに 8 月14日（木）は除きます。
【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・
チューブトレーニングなど、体力や年齢に応じた
プログラムの作成と実践

【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内在住の方
【受講料】2,000円
【定　員】①・②ともに各10人（先着）
【申込期間】6 月20日（金）～26日（木）
【申し込み】各自傷害保険加入後、電話または町営体
育館窓口まで、受講料を添えてお申し込みください。

ゴールデンエイジにいろいろな運動を体験しよ
う！
【日　時】7 月 3 日（木）～ 9 月11日（木）

午後 4 時30分～6 時
（毎週木曜・全10回）

※ただし、8 月14日（木）は除きます。
【場　所】町営体育館ほか運動公園内施設
【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・スナックゴルフなど）

【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内の児童（ 6 ～12歳）
【受講料】1,000円

（施設使用料含む）
【定　員】10人（先着）
【申込期間】
6 月20日（金）～26日（木）

【申し込み】各自傷害保険加入後、
電話または町営体育館窓口まで、
受講料を添えてお申し込みくださ
い。
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町内で唯一のおよそ30,000年以上前の遺跡「板橋Ⅲ（さん）遺跡」から出土した石器を公開します！
公開に合わせ、遺跡報告会も開催！遺跡報告会では、有識者からの特別講演も予定しています。
30,000年以上前の雫石の気候とは？当時の暮らしぶりとは？郷土理解の絶好の機会です。お楽しみに！

5 月17日、藤沢昭子さん（滝沢村）を講師とし
て、町の有志の皆さんが「古文書学習サークル」が
活動をスタートさせました。
今後は月1回のペースで、明治14年に書かれた

伊勢、金昆羅参りの日記を読み解いていきます。興
味のある方は資料館にお問い合わせください。

今度の「あそびの学校」は、2回シリーズでくる
みの樹皮を使ってかごやざるを作ります。
【日　時】
第 1 回：くるみの樹皮を取りに行こう　7 月 6 日（日）
第 2 回：かごやざるを作ってみよう　　8 月17日（日）
＊いずれも午前10時～午後 3 時

【場　所】資料館（第 1 回は現地に移動）
【定　員】先着10人　　
【受講料】各回1,000円
【持ち物】長靴・帽子・軍手

剪定ばさみ・カッター
目打ち（千枚通し）
のこぎり・昼食

【問い合わせ】御所湖川村美術館（TEL 692-5931）

受講生のみなさんと講師の新里栄弘さん（左上）

【会　期】6 月24日（火）～7 月23日（水）
【場　所】中央公民館１階　ふれあい広場

【会　期】7 月19日（土）午後 2 時～
【場　所】中央公民館　視聴覚室
【内　容】①発掘調査の成果報告

②当時の様子を探るための講演
＊詳しい内容は、7 月号でご案内します。
【問い合わせ】 社会教育課（内線284）

雫石町内の伝説の地を学習しながら、案内のできる人

材を育成する、生涯文化課（中央公民館）主催の事業

「雫石なんだり学級」がついに始まりました。

講師に滴石史談会事務局長の新里栄弘氏を迎え、受講

生10名が伝説の地を実際に歩き、案内人をめざします。

5月27日は第 1 回として、開講式を行った後、「よ

しゃれ」にまつわる茶屋の跡地と言われている場所や、

雫石の名前の由来でもある「雫石神社」を歩きました。

今後は、9 月までの間に 6 か所を巡り、学習してい

く予定です。

特に！町民の皆さん、ぜひ年に1度は資料館に!!

児童生徒

5 50 217 81 353

一般
町外 その他 計

町内



新着図書をご紹介！（4/21～ 5/20受け入れ分　計68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 ●
・スタンド・バイ・ミー…………………小路　幸也
・遊女（ゆめ）のあと……………………諸田　玲子
・パーフェクト・ブルー…………………宮部みゆき
・楊令伝⑤～猩紅の章～…………………北方　謙三
・夢をかなえるゾウ………………………水野　敬也
・腕貫探偵、残業中………………………西澤　保彦
・My name is TAKETOO ………ヒキタ　クニオ
・棟居刑事の使命の条件…………………森村　誠一
・その時までサヨナラ …………………山田　悠介
・サウスポイント……………………よしもとばなな
・文庫版坂の上の雲全八巻 ……………司馬遼太郎
・マザコン刑事の事件簿…………………赤川　次郎
・ウツボカズラの夢………………………乃南　アサ
・白桐ノ夢～居眠り磐音江戸双紙25……佐伯　泰英
・Field Wind ……………………あさのあつこほか
・愛しの座敷童子…………………………荻原　　浩
・別冊図書館戦争Ⅰ ……………………有川　　浩

● 一般書 ●
・新祖国論……………………………………辻井　喬
・るるぶ宮城 ’09 ……………ＪＴＢパブリッシング
・るるぶ岩手 ’08～’09 ……ＪＴＢパブリッシング
・るるぶ青森 ’08～’09 ……ＪＴＢパブリッシング
・るるぶ秋田 ’08～’09 ……ＪＴＢパブリッシング
・絆………………………島田　洋七×東国原　英夫
・役者気取り～三谷幸喜のありふれた生活６～

………………………………………三谷　幸喜
・はじめてのおさいほうＢＯＯＫ………木所　未貴
・アイデアいっぱい介護服………………栗田佐穂子
・ぜひつくりたい基本のお菓子…………藤野真紀子
・ごちそうスープと煮込み………………主婦の友社
・禅の暮らし………………………………主婦の友社
・オートバイの旅はいつも少し寂しい。

………………………………………斎藤　　純
・どんぐりの家～それから～……………山本おさむ
・つゆのあとさき③………………………赤羽みちえ
・新・にほんご紀行………………………山口　仲美

● ヤング・児童書 ●
・宇宙への秘密の鍵

………ルーシー＆スティーブン・ホーキング
・りん姫あやかし草紙……………………澤田　徳子
・地球環境のしくみ………………………島村　英紀
・わたしはおにぎり………………………赤川　　明
・うしろにいるのはだあれ ……ふくだとしお ほか
・しっぽのつり…………………………いもとようこ
・まじょ子といちごの王子さま…………藤　真知子
・ちびくろ・さんぼ③………ヘレン・バンナーマン
・ラブ、スター・ガール……ジェリー・スピネッツ
・うらないババと石川五ニャえもん……大庭　　桂
・おおかみグーのはずかしいひみつ

…………………………………きむらゆういち
・あまがえる先生野いちご教室 ………松岡　達英
・三匹のぶたの話…………………………黒田　　愛
・桜の下で霊が泣く………………………山口　　理
・ぷぷぷうプウタは一年生………………神沢　利子
・おばけのおはるさん……………………末吉　暁子
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町立図書館の運営を円滑に進めるためのご意見をいただく図書館協議会委員をご紹介します。図書館協議
会委員は 5 人で構成され、主に年 2 回の会議で町立図書館の運営に関する事項について話し合います。
平成20年度～21年度の委員として委嘱されたのは次の方々です。2 年間、よろしくお願いいたします。
川尻　漸さん（学校教育関係者）・小田靖子さん（学識経験者）・上野　宏さん（学識経験者）
岩持洋子さん（社会教育関係者）・今川淳子さん（図書館利用者・公募）

＜ 6～ 7月の図書館休館日＞
6 月：16日・23日・30日
7 月： 7 日・14日・21日・28日

6 月19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】
・絵本『だれのかさかな』 ほか
・かみしばい『かたつむりのツムツム』
・パネルシアター『ノンタンのはみがきハ～ミー』
・こうさく　　　　　　　　　　　　　　　　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！

6 月28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】
・あおいかさ…いしい つとむ 作・絵
・ふしぎなたけのこ…松野正子 さく・瀬川康男 え
・なにをたべたかわかる？…長　新太 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」 38

「薬物乱用防止教育」への取り組み

～南畑小学校編～

次回は七ツ森保育所からの情報をお送りします。

南畑小学校　教諭 駒木　　晋

雫石町は、平成17年度から「薬物乱用防止教育」
の文部科学省指定を受け、本校でも、全校を挙げて
薬物乱用防止教育に取り組んできています。
毎年、各学年で特別活動や保健体育の学習の中で、
県の薬剤師や町内の薬剤師、そして警察関係者のご
協力を頂いて、紙芝居を取り入れた授業や、薬剤
師・警察関係者、養護教諭とのティームティーチン
グを取り入れた授業など、学習形態を工夫しながら
「薬物乱用防止教育」を行っています。

また、児童の学習だけでなく、保護者に対して、
関心を高め、薬物乱用防止を啓発するために、毎年
PTA総務厚生部主催の「薬物乱用防止講演会」も実
施しています。

児童を取り巻く環境は、たばこやお酒のコマーシ
ャルがテレビなどのメディアをとおして頻繁に流れ
ており、いつでも薬物の危険にさらされる現状にあ
ります。
そこで、授業では、薬物の害を学んだり人体への

影響を学んだりするだけでなく、薬物をいかに自分
に近づけないか、その行動の仕方も具体的に学んで
きました。
これらの学習をとおして、児童は「薬物防止」に

対する意識が高まり、将来的には自主的に薬物防止
を実践していく力が育まれていくものと思います。
また、今後も薬物乱用防止教育を実施していくこ

とで、薬物防止に対する意識がさらに高まるものと
考えます。

昭和46年 7 月30日、雫石町上空で発生した全日空機・自衛隊機衝突事故の33回忌を契機に、事故の教訓
を後世に伝えるため、平成16年から始まった両市町の小学生の交流事業が 5 年目を迎えました。
今年は、富士市の児童が町にやってきます！

事業は、7 月28日から31日までの 3 泊 4 日で
実施されます。
7 月28日に富士市の児童が雫石町を訪れ、夜に

は歓迎会（ウエルカムパーティー）を開催します。
翌29日は工作や川遊びなどの体験活動を行い、30
日には慰霊の森で献花・拝礼を行います。
また、期間中（29日・30日）、富士市の児童は

雫石町の家庭にホームステイをし、町の子どもたち
との交流を深めていきます。この事業では、ジュニ
アリーダーの中高生も、子ども達のお兄さん・お姉

さん役として活躍が期待されています。
【問い合わせ】社会教育課（内線282）
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広報「教育しずくいし」 7月号は 7月 10日（木）発行予定です。

採用から 2 ヶ月。役場外での研修も多くなってきました。さま

ざまな知識を学ぶことができる貴重な機会。今後の仕事に生かせ

るよう、しっかり学んできたいと思います！（A）

あっという間に過ぎゆく季節。毎年感じることとは言え、その

スピードは年々早くなっているような気が 6 月は「雫石街道」

「モリアオガエル」の確認月間（？）。日程の確保が大変だ（Yasu）

�あとがき�

�6月～ 7月の主な行事予定�
【 6月】
14�～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
22�　御明神地区壮年男子ソフトボール大会
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

【7月】
３�　雫石町老人スポーツ大会
11�～14�

全国高等学校野球選手権　岩手県大会
12� 第60回県民体育大会バスケットボール競技
13�　御明神地区混合バレーボール大会

雫石地区女子ソフトボール大会
西山地区壮年男子ソフトボール大会

19�～21�　岩手県中学校総合体育大会
20�　御所地区行政区対抗野球大会
25�　町内小中学校終業式
27�　御所地区壮年ソフトボール大会

雫石地区壮年男子ソフトボール大会
御明神地区グラウンドゴルフ大会

28�～31� 富士市・雫石町少年交流事業
29�　教育委員会議

今年は、日本を代表するオペラ歌手多田羅迪夫
（たたらみちお）教授率いる東京芸術大学声楽科有
志のメンバーが、オペラ独唱曲やアンサンブルを披
露します。
野菊ホールでのメインコンサートでは、しずくい

し混声合唱団とのコラボレーションを、まきば園で
は、青空のもとアカペラコンサートが行われます。
また、今年の音楽ワークショップは、全日本合唱

コンクール全国大会の審査員も務める多田羅教授が
「良い声とは何か」をテーマに正しい発声の仕方な
ど合唱指導を行います。
野菊ホールに、小岩井農場の雄大な自然に響きわ

たる、美しく、迫力ある歌声にご期待ください。

【日　時】8 月 3 日（日）午前10時～正午
【場　所】中央公民館野菊ホール

【日　時】8 月 3 日（日）午後 4時開演
【場　所】中央公民館野菊ホール

ワックス作業の実施に伴い、6 月23日�～25日
�の利用時間が一部変更になります。
【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、9 月～
10月はホールの使用はできません。

【問い合わせ】中央公民館

【日　時】8 月 2 日（土）
開演時間：①午後 2時　②午後 3時　③午後 4時
【場　所】小岩井農場まきば園

【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）

曲目などの詳しい内容は７月号に掲載します。ご期待ください！


