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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！

☆小学校水泳記録会成績を4ページに、東北中学校大会結果を7ページに掲載…ご覧ください！

期間中、8月2日（土）に小岩井

農場まきば園で青空コンサート、

3日（日）には野菊ホールで音楽ワ

ークショップとメインコンサート

が開催されました。

青空コンサートでは、「おお牧場

はみどり」「夏の思い出」など、誰

もが歌ったことがある親しみやす

い曲目がアカペラで披露されまし

た。時折、“雨空”となるあいにくの

天候でしたが、農場内に響く美し

い歌声に訪れた人の心が癒されま

した。

音楽ワークショップでは、「良い

声とは何か」をテーマに、発声を

中心とした合唱の指導が行われま

した。しずくいし混声合唱団の団

員や、小中学校で合唱を指導する

教職員等が参加し、どんな姿勢で

歌ったらよいか、体のどの部位を

意識して力を込めたらよいかなど

を学びました。参加者の一人は、

「これほど丁寧で分かりやすい指導

を受けたことはない」と感想を述

べていました。

メインコンサートでは、初めに

しずくいし混声合唱団がワークシ

ョップ指導の成果として、モーツ

ァルトの「アヴェ・ヴェルム・コ

ルプス」を歌いました。続いて、

芸大大学院生による歌曲の独唱、

院生と学部生による「フィガロの

結婚」など、モーツァルトの作品

を中心としたオペラアンサンブル

が披露されました。コンサート中

は多田羅教授が解説を交えて曲目

の紹介をし、観客に分かりやすく

オペラの魅力を伝え、終わりには

観客と一緒に雫石町民歌を合唱し

ました。

観客からは、「雫石でオペラを鑑

賞できるとは思わなかった。感動

した。」「初めてオペラを鑑賞し、

オペラの楽しさを発見した！」と

いう声が寄せられました。

第35回全国中学校体育大会　陸上の部　下澤田優衣選手（雫石中3年）

女子100m・200ｍともに ！（100ｍ：12秒32／200m：25秒10（県中新！））

詳細については広報しずくいし9月号もご覧ください！

7月31日～8月4日―

今年も東京芸大音楽学部有志による合宿が、7月31日（木）から8月4日（月）まで行われました。

今年は、日本を代表するオペラ歌手でもある多田羅迪夫（たたらみちお）教授率いる声楽科有志のメンバーが訪

れ、野菊ホールなど、中央公民館内の施設を練習場所としてオペラや歌曲の合宿練習を行いました。

今年のふれあい音楽祭は、これまで雫石ではなじみがなかった分野の芸術の素晴らしさを知っていいただくきっ

かけとなり、また、地域の音楽サークルで活動する人たちの励みとなりました。



2 広報●教育しずくいし●2008●9●No.42●

特 集特 集
～地域で子どもを育もう！教育振興運動⑤「中継…各実践区の取り組み状況（2）」～地域で子どもを育もう！教育振興運動⑤「中継…各実践区の取り組み状況（2）」

先月から、3回シリーズとして『町全体の共通課題』＋『実践区ごとの独自課題』
に取り組んでいる、実践区ごとのようすをお知らせしています。
今月号は、第2回として、下長山・南畑・橋場小実践区の取り組みを紹介します。

下長山小学校実践区

橋場小学校実践区では、5月30日（金）に、三者（学校・
保護者・児童）で、今年度の教育振興運動の進め方について
話し合いました。
まず、本校の独自課題については、伝統的に行ってきた収
穫祭「橋っこ・もちっこ・そばっこ祭り」の取り組みと、食
育に関わる体験活動として昨年度から始めた「食育集会と魚
のつかみ取り」の推進について確認しました。
今年の「食育集会」では、「親子料理教室」を栄養士の渡

辺さんを講師とし、昼食の野菜の皮むきや野菜切りを体験し
たり手作りバターに挑戦したりし、食への意識を高めたり行
動変容を促したりなど、その重要性について考える機会とな
りました。
また、全町共通課題の「読書大好き雫石っ子」においては、

「うちどく20分」を合言葉にし、親子や家族の誰かと読むこ
とを話し合いました。それから、読書祭りや読み聞かせを開
催するときには、家族や地域の方々も招待していくことも確
認しました。
このように、橋場地区ならではの特性を生かした教育振興
運動に取り組みことで、健康で思いやりのある子ども、地域
と繋がり、地域を愛する子どもの育成を目指していきます。

橋場小学校実践区

7 月 2日に下長山小学校区の教育振興運動実
践協議会を、子ども、親、教師の代表が参加し
て図書室で行いました。
はじめに、共通課題について図書委員長が朝

読書や本の紹介などを、図書担当からは本年度
開始した保護者によるボランティア活動の様子
を、地域連携窓口担当からは「家読」について
呼びかけを行いました。
次に、独自課題「あいさつで広げよう地域の

WA（和・輪）」について、児童会長からは地域
の方に進んで挨拶しようとの呼びかけがあり、
副会長からは地域行事には積極的に参加したり、
見守り隊の方々の顔を覚えて感謝の気持ちを込
めて挨拶したりしようとの提案があり、2つの課
題に取り組む機運が高まった会となりました。
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☆「おすすめライブラリー」の設定と推進
PTA広報研修部が中心となり、19年度に

保護者アンケートにより設定した「おすすめ
ライブラリー」は、今年も児童の間で盛んに
読まれ、図書館利用の中心を支えています。
これは、父母・教職員が子どもに読ませた

い本を学年ごとに15冊選定し、特設の本棚に
おかれています。
☆「読み聞かせの会」
～9月6日（土）9：20開催！
学校の自由参加日と連動して開催される

「読み聞かせの会」は、今年度は実践区全員を
対象に案内状を出して実施されます。実践区
で今後取り組みたいことを、少しでもアピー
ルできたらと思っています。

それぞれの実践区が、特色ある活動を展開していることがうかがえます。

さて、来月号では、今年度「読書大好き雫石っ子」の重点として取り組んでいる

『家庭読書20分運動』について特集します。本の楽しさを伝え合うことから、コミュニ

ケーションを広げる一歩を踏み出すために…ご期待ください！

南畑小学校実践区

その１　承認事項編　　～以下の議案が承認されました～

その2 質疑応答編　　～以下のことがらについて話し合われました～

①教科用図書の採択について

委　採択替えだが新検定はない。前回の検定と同列

のものを採択替えする理由は何か。全面的に採択

替えなのか。

答　全面的な採択替えの年でありますが、新たに検

定を受けたものがないので、そのまま前回のもの

を引き継ぐことになります。教科用図書は４年に

１度審査を受けることになっており、今回審査い

ただくということです。

②教育振興運動について

委　教育振興運動「読書大好き雫石っ子」の取り組

みの中として、「親子読書のつどい」で昔語りの

会を予定しているようだが、以前学童クラブでお

話しをしていただいたことがあるが、子ども達に

は素のままの雫石弁がとても難しかったようで、

言葉としてとらえにくかったようである。雫石に

伝わる話もいいが、子ども達が知っている民話な

どを雫石弁で語ってみるとか、いろいろなアプロ

ーチの仕方を考えていただきたい。

答　本道からははずれますが、子ども達にわかりや

すい程度にお願いしますということは話していま

した。打ち合わせの段階で、昔語りの会の方々に

お願いしてみます。

委 委

答

答

〈7月定例会〉

・平成21年度に使用する雫石町立小、中学校教科用図書の採択について

〈8月定例会〉

・学校教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

【新　任】御明神小学校　校長　佐々木　充 氏（8月21日付） よろしくお願いします。

教育委員会定例会リポート（7月・8月臨時会）

教育振興運動に関する問い合わせ 社会教育課（内線282）または各小学校

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）
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【水泳記録会の記録に関する問い合わせ】学校教育課（内線294）

今年は、北京オリンピック開幕と同日開催となり、より一層思い出に残る大会と
なりました。
暑い中応援して下さったご家族・応援団のみなさん、ありがとうございました！

種　目 順位 5年女子 6年女子 5年男子 6年男子

1位
吉田　安那（雫　石） 佐々木菜乃（西　根） 高橋　真哉（南　畑） 川崎　謙吾（安　庭）

39″69 39″79 40″89 37″89

50m
2位

米澤　志穂（南　畑） 平渡　　咲（雫　石） 田村　　大（雫　石） 原　　優助（橋　場）
自由形 41″57 39″91 42″89 40″27

3位
徳田　彩香（七ツ森） 小森　由香（安　庭） 上中屋敷拓志（御明神） 長澤　優樹（雫　石）

42″07 40″15 43″09 40″97

1位
山本　愛満（西　根） 千葉　佳那（雫　石） 茂庭　　龍（西　根） 水口　寛城（御明神）

46″17 46″85 52″11 50″92

50m
2位

徳田　彩香（七ツ森） 上和野絵里香（御明神） 高橋　真哉（南　畑） 滝沢　迪士（橋　場）
背泳ぎ 52″52 48″48 53″53 52″13

3位
杉田　　爽（雫　石） 植野　紅葉（御明神） 伊藤　康宏（雫　石） 武田　大地（下長山）

52″71 49″64 54″88 52″69

1位
吉田　安那（雫　石） 植野　紅葉（御明神） 坂井　和樹（雫　石） 小野寺建太（雫　石）

45″95 47″71 50″02 50″72

50m
2位

山本　愛満（西　根） 佐藤　花保（雫　石） 伊藤　康宏（雫　石） 上野　敬太（安　庭）
バタフライ 49″42 49″54 55″33 53″38

3位
大橋　由莉（御明神） 上和野絵里香（御明神） 田村　　大（雫　石） 赤沢　歩武（御明神）

50″59 50″68 57″54 53″40

1位
中村妃奈乃（雫　石） 藤村あすか（御明神） 八重樫耕生（雫　石） 高橋　怜央（雫　石）

54″81 48″40 56″74 49″58

50m
2位

阿部　綾夏（七ツ森） 瀬川　結可（七ツ森） 吉田　健吾（雫　石） 高橋　　歩（七ツ森）
平泳ぎ 54″81（同タイム1位） 55″84 58″09 50″07

3位
滝澤　茉由（上長山） 北田　汐里（雫　石） 中村　逸人（雫　石） 黒澤　向陽（雫　石）

56″23 56″28 1′01″08 51″06

雫　石 御明神 雫　石 雫　石
1位 （吉田、徳田、三好、中村） （藤村、植野、曽根田、上和野） （坂井、田村、八重樫、吉田） （長澤、萩台、高橋、小野寺）

2′54″17 2′38″21 3′04″91 2′42″96

200m
七ツ森 雫　石 御明神 安　庭

2位 （佐賀、阿部、大鐘、徳田） （高畑、佐藤、佐藤、平渡） （南黒沢、大谷地、新里、上中屋敷） （川崎、上野、三浦、三河）
リレー

3′07″67 2′54″98 3′08″85 2′43″74

御明神 安　庭 南　畑 橋　場
3位 （上澤田、石山、堂屋、大橋） （小森、古川、丹内、白椛） （高藤、上村、長瀬、高橋） （滝沢、柿木、萩臺、原）

3′12″90 2′59″47 3′22″14 2′52″76

☆第34回雫石町小学校水泳記録会 上位入賞者（3位以上）記録集　～8月8日・県営屋内温水プール

各校の選手とも記録更新を目指し、練習の成果を存分
に発揮した大会となりました。
種目ごとに3位までの結果を紹介いたします。

200m
メドレーリレー
（共通）

1位
御明神（上和野、藤村、植野、大橋）

3′02″92
雫　石（萩台、高橋、小野寺、長澤）

3′08″70

2位
雫　石（千葉、北田、佐藤、平渡）

3′12″29
御明神（水口、吉田、赤沢、小田）

3′23″22

3位
七ツ森（大坊、瀬川、徳田、瀬川）

3′16″78
安　庭（三河、三浦、上野、川崎）

3′23″85
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今年のファミリーハイキングは、八幡平市・七時雨山のトレッキングツ
アーです。紅葉の七時雨山を歩こう！！
【日　時】10月4日（土）午前７時45分　町役場駐車場集合
【行き先】八幡平市・七時雨山
【定　員】20名
【参加料】無料（ただし、昼食代・入浴料等は自己負担です）

参考：七時雨山荘入浴料…大人450円
【受　付】9月18日（木）～26日（金）（定員になり次第締め切ります）
【申し込み】社会教育課にある所定の用紙に記入し、お申し込みください。
【問い合わせ】社会教育課（内線288）

おいしいレアチーズケーキを作ろう！
【日　時】①9月21日（日）

②9月22日（月）
【時　間】①②いずれも午前9時～12時
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】500円
【対　象】町内在住または町内勤務の方
【定　員】①②とも15人
【申し込み】御所公民館へ9月19日（金）までにお申
し込みください（受付時間：平日8：30～17：15）。

「栄養満点！愛情満タン♪」をテーマに、おいし
い料理を作りましょう！
【日　時】10月15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】うな丼・にらと春雨の炒め物　ほか

☆おまけメニュー…小松菜の蒸しパン
【講　師】町食生活改善推進員連絡協議会会員
【受講料】500円
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】15人
【申し込み】中央公民館へ10月6日
（月）までにお申し込みください（受
付時間：平日8：30～17：15）。

【その他】無料託児室あります。ご相談ください。

☆昔語り教室開講！☆
～詳しくは8ページをご覧ください～

【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！
☆（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

筋力＆体力アップでもっと健康に！
【日　時】9月18日（木）～11月20日（木）

①午前の部　午前10時～11時30分
②夜間の部　午後7時～8時30分
（①②いずれも毎週木曜・全10回）

【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】①②ともに各10人（先着）
【申込期限】9月16日（火）
【申し込み】各自傷害保険加入後、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。

【日　時】10月2日（木）～11月20日（木）
午後4時30分～6時（毎週木曜・全8回）

【場　所】町営体育館ほか運動公園内施設
【内　容】多種目スポーツ体験

レクリエーションスポーツ
【講　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対　象】町内の中学3年生で、高校入学後スポーツ

活動を継続希望する方
【受講料】1,000円

（施設使用料・保険含む）
【定　員】10人（先着）
【申込期間】
9月16日（火）～24日（木）

【申し込み】所定の申込用紙に記
入後、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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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 ●
・別冊図書館戦争Ⅱ…………………………有川　浩
・非正規レジスタンス……………………石田　衣良
・不連続の世界………………………………恩田　陸
・かささぎジ……………………………ェームス三木
・いっちばん…………………………………畠中　恵
・おそろし…………………………………宮部みゆき
・ジェミニの方舟～東京大洪水…………高嶋　哲夫
・楊令伝・六～徂征の章…………………北方　謙三
・プラチナタウン……………………………楡　周平
・あの夏を泳ぐ～天国の本屋…松久　淳＋田中　渉
・誘拐………………………………………五十嵐貴久
・千本雨傘…………………………………澤田ふじ子
・うたうひと………………………………小路　幸也
・治験…………………………………………仙川　環
・時が滲む朝……………………………………楊　逸
・幽談………………………………………京極　夏彦
・切羽へ……………………………………井上　荒野
・波打ち際の蛍……………………………島本　理生
・ＫＡＰＰＡ………………………………柴田　哲孝

● 一般書 ●
・Ｏ型自分の説明書 ………………Jamais Jamais
・ＡＢ型自分の説明書 ……………Jamais Jamais
・日本史はこんなに面白い…………半藤　一利・編
・官僚との死闘七〇〇日…………………長谷川幸洋
・脳を活かす勉強法………………………茂木健一郎
・テレビじゃ言えない健康話のウソ……中原　英臣
・小さなビオトープを楽しむ本……………平野　威
・元死刑執行官だけが知る監獄の叫び…藤田　公彦
・なぜ君は絶望と闘えたのか……………門田　隆将
・月経の前だけうつ病になってしまう女性たち

………………………………………山田　和男
・発掘された日本列島2008 ……………文化庁・編
・ローバー、火星を駆ける…ステーヴ・スクワイヤーズ
・ほんとうの環境問題……池田　清彦×養老　孟司
・父の作法～妻が望む10のこと……………辰巳　渚
・虫歯から始まる全身の病気 …ジョージ・Ｅ・マイニー

● ヤング・児童書 ●
・続・ちびまる子ちゃんのことわざ教室

…………………………………さくら　ももこ
・透明人間のくつ下…………アレックス・シアラー
・ずっと受けたかったお天気の授業……池田　洋人
・ヴォイス………………………………ル・グウィン
・トンネルⅡ（上・下）…ロデリック・ゴードン他
・こぞうさんとおばけ………………はせがわ　かこ
・ウィッツィーとブーフスージー・スパッフォード
・ＨＡＰＰＹＮＥＷＳ 2007……日本新聞協会・編
・しーっしずかに…………………いちかわ　けいこ
・ぼくはからっぽパンツくん………むらた　よしこ
・知って楽しい花火のえほん……………冴木　一馬
・さかなくんのあいうえお魚くいずかんさかなくん
・つるばら村の洋服屋さん………………茂市久美子
・瓜ふたつ……………………………ひろの　みずえ
・お化け屋敷へようこそ……………………川端　誠
・キモチのかけら…………………………………華恵

9 月18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】
・えほん「おつきさまこんばんは」
・かみしばい
・ペープサート「ノンタンおやすみなさい」
・工作「しゃぼんだまあそび」
たんぽぽおはなし会の皆さんがみんなを待ってまーす！

9 月27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】
・パパ、お月さまとって…エリック・カール 作
・お月さまの話…ニクレビチョバ 作
・月おとこ…トミー・ウンゲラー 作

おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

新着図書をご紹介！（ 7 /21～ 8 /20受け入れ分　計110冊）

～ お知らせ1・2・3！ ～
①“本のこうかんひろば”開催します！
今年もやります“本のこうかんひろば”。10月下

旬の開催決定！詳しい事は10月号でご案内します！

②ホームページ参照停止について
電気点検・工事のため、下記の期間、当館のWeb

サービスを停止します。

【Webサービス停止期間】

9月21日（日）午後5時～24日（水）午前9時

③9～10月の休館日ご案内
【9月】15日、22日、23日、29日

【10月】6日、13日、20日、27日
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」No.41

「親子グリーンキャンプ」で親子の絆を深める

～安庭小学校編～

安庭小学校　教頭　佐々木　勝広

本校は、毎年７月下旬の土・日曜日に、校庭と体
育館を使用して、PTA主催、４年生以上対象の「親
子グリーンキャンプ」を実施しています。今年は、
７月26日（土）・27日（日）に実施しました。

この行事は、「子ども達の心身の健全な育成」と「PTA会員相互のふれあいを深めること」が目的で、
PTA校外指導部と子ども会育成会が推進役となり、計画・準備・運営します。参加するお母さん方の細や
かな支援、お父さん方の力強い支援、教職員の見守り支援と本校PTA活動の自慢の一つです。

午後３時に校庭に集合し、開村式の後に地区ごと
にテント設営、炊事、会食。天候にも恵まれ、全員
でキャンプファイヤー、花火と大いに盛り上がりま
した。就寝時刻まで、キャンプファイヤーの残火に
集まる虫を捕まえたり、ほのかな光を囲んで歓談し
たりと親子で楽しい一日を過ごしました。翌朝６時
に起床、テントを撤収し、ラジオ体操、閉村式をし
て午前７時頃に解散しました。

優　勝 極楽野行政区

準優勝 まがき行政区

第3位 林行政区／八区行政区

優　勝 林崎行政区

準優勝 野中行政区

第3位 小松行政区／五区行政区

次回は　雫石中学校　からの情報をお送りします。

〈陸　上〉（山形県天童市）

・3年女子100ｍ　下澤田優衣選手（第1位！）
決勝　12秒04 （県中新・大会新）
・１年女子100ｍ　原栞奈選手　13秒30
・共通女子400ｍリレー　52秒11
・１年女子1500ｍ　村田菜子選手　5分20秒96
・棒高跳び　高橋一眞選手　3ｍ00
・共通男子400ｍリレー　47秒66

〈バドミントン〉（青森県黒石市）

・女子ダブルス　佐山・山本組　（ベスト8！）
準々決勝　0－2（対宮城・ウルスラ学院）

〈水　泳〉（宮城県利府町）

・男子200ｍ自由形　阿部悠太選手（第7位！）
決勝　2分4秒12
・男子100ｍ自由形　阿部悠太選手

〈バレーボール〉（宮城県利府町）

・女子　１回戦　0－2（対福島・小高中）
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広報「教育しずくいし」 10月号は 10月9日（木）発行予定です。

�9月～ 10月の主な行事予定�
【10月】
4�～5�

岩手県高等学校新人ソフトボール大会
5� 雫石中学校文化祭

雫石地区行政区対抗卓球大会
12� 雫石町サッカー協会長杯雫石カップ戦
18� 小学校学習発表会

（西根・橋場・大村・南畑）
18�～19�

岩手県中学校新人体育大会（前期）
雫石町秋季スポーツ少年団野球大会

19� 雫石高校思郷祭
25� 小学校学習発表会

（七ツ森・上長山・下長山・御明神・安庭）
26� 雫石町スポーツレクリエーション健康祭
29� 教育委員会議

社会教育課内　広報「教育しずくいし」編集局（内線284）へ！

お盆が過ぎ、急に涼しくなってきました。庁舎内がすごく暑か
ったので助かりますが、あまり気温が低く、雨続きだと農作物へ
の影響や災害等、色々と心配になりますね。一人一人が環境につ
いて考えていかなければと思います。（A）

最近気になることが一つ。服がきつくなってきたような…。今
までダイエットとは無縁でしたが、年も年だし、そろそろ意識し
たほうがいいのかな？食欲の秋を前に、そんなことを考えている
今日この頃です。（Yasu）

【9月】
13�～14�

ミズノカップ第4回雫石ラージボール卓球
オープン大会
第61回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会

14� 雫石町壮年男子ソフトボール大会
雫石町女性ソフトボール中央大会

18� 上長山小学校学校公開
20� 雫石町ＯＢ野球大会
20�～21�

岩手地区中学校新人体育大会
25� 七ツ森小学校学校公開
30� 教育委員会議

☆中央公民館野菊ホール
10月末まで休館中☆

【日　時】開講式：10月14日（火）午後1時30分～
〔開講式以降の期日〕10/28、11/11、11/16、11/29、12/2、12/16、1/6、1/20、2/3、2/10（全10回）

都合により変更になる場合があります。ご了承ください。
〔時　間〕午後1時30分～3時30分

（ただし、11/29のみ遠野昔話ゼミナール参加のため午前10時～午後7時となります）
【場　所】中央公民館　視聴覚室ほか
【受講料】1,000円
【講　師】伊藤ヤエさん・高橋トミさん・吉田　金さん・伊藤キミノさん
【内　容】雫石に伝わる昔話を聞き、語る練習を行い、最終日にはミニ発表会を開催します！
【対　象】町内在住又は勤務の方
【定　員】30人
【申し込み】中央公民館へ9月30日（火）までにお申し込みください。
【その他】無料託児室あります。ご相談ください。

�あとがき�

＜＜＜スポーツの秋！体育施設無料開放日のお知らせ＞＞＞

無料開放日…10月5日（日）

ご家族皆様でのご来場をお待ちしております！
【問い合わせ】屋内温水プール（TEL 693-3751）

無料開放日…10月13日（月・体育の日）

＊ただし、利用時間等、一部制限があります。
【問い合わせ】町営体育館（TEL 692-5030）


