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①特集　教育振興運動の輪を地域に　～再生プラン最終年度スタート…P2
②ミニ特集　もう一つの重点事業　校種間連携の推進もスタート！　…P3

Q：下の写真は、現地に行けば実際に見ることのできるものや、現在歴史民俗資料館に展示しているもので、
すべて町内の文化財です。○○に当てはまる文字を埋めてみましょう！（答えはP8にあります）

①板橋Ⅲ遺跡から見つかった○
○○石器（漢字3文字）
およそ32,000年前の人々が作
った道具です。

②小日谷地IB遺跡は、○○時代
（漢字2文字）の集落でした。た
くさんの住居跡や土器が見つか
っています。

③目の形に特徴がある○○○土
偶（漢字3文字）。桜沼遺跡から
見つかったもので、およそ
2,500年前と考えられています。

④平成17年に国指定名勝となっ
た「イーハトーブの風景地」。小
岩井乳業工場から見える森は○
森です（漢字1文字）。

⑤　根田から上ること 1 時間。
白沼にある○○○○ガエル（カ
タカナ4文字）の生息地は、県指
定の天然記念物になっています。

⑥樹齢800年を超えるという由
緒ある桜。伝説から、一般的に
○○桜（漢字2文字）と呼ばれ
ています。

⑦しずくいしの地名由来とも言
われる雫石神社。「雫石たんたん」
の傍らには○（漢字1文字）の大
木がそびえ立ちます。

⑧その昔、盛岡・秋田の藩境に
建てられた「これより北東盛岡
領」の石碑は○○峠（漢字2文
字）にあります。

⑨上和野にある馬頭観世音堂。
建てたのは、東北の左甚五郎と
しても知られる○○○さん（漢
字3文字）と言われています。
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特 集特 集 教育振興運動の輪を地域に

平成18年度に教育振興運動再生4年プランを策定、それに基づいて推進している
本町の教育振興運動。
一歩一歩着実に歩み、今年度は最終年4年目になります。各地区での実践組織を土
台に全町の組織を立ち上げ、地域ぐるみの子育て環境をみんなで考えていきます。

その1 実践区の取り組み拡大！
実践区の取り組みに地域の参画を進め、新たに中学校で実践組織を立ち上げます。

その2 全町で読書大好き雫石っ子の推進！
家読（うちどく）の推進に力を入れるとともに、第3回雫石町親子読書のつどいを盛り上げます。

その3 雫石町教育振興運動実践交流会に地域からの参加者大幅増！
実践交流会に地域からの参加を呼びかけ、学校・家庭・子ども・地域・行政の5者による子育てを考
える場にします。

その4 地区単位に子育て講演会を開催！
雫石っ子の健やかな成長に関わって、地域の大人が何をすれば良いか考え合う場として地区公民館を
会場に開催します。

その5 町の推進組織を立ち上げ！
推進準備会を母体として、実践組織を集約した形での推進組織をつくり、新たな推進プランを策定し
ます。

～再生プラン最終年度　スタート～

昨年度の成果と課題を踏まえて

教育振興運動は、一緒に活動して子どもたちと関わっていく活動です。
《かしこく・やさしく・たくましい》雫石っ子をみんなで育てるために、子育て講演会や実践交流会に参
加しましょう。
毎月の広報「教育しずくいし」に推進状況を掲載しますので、ご覧になりながらお近くの実践区の取り組

みに参加をお願いします。

◎子どもたちに明るく声をかけましょう。
◎地域の子どもたちに地域の良さを語ってあげましょう。
◎家で読書の時間を増やしましょう。〈家読（うちどく）の実践を〉
◎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。
◎地区公民館での「子育て講演会」に進んで参加しましょう。

平成21年度の推進目標は

子育て講演会や実践交流会へご参加を

成果 課題
◆小学校単位の実践組織（実践区）で話し合いを持ち、

実践課題を確認して取り組むことができました。

◆第2回雫石町親子読書のつどいを開催できました。

◆町PTA連絡協議会との共催で、「雫石町教育振興運

動実践交流会」を開催しました。

◇家庭での読書を推進する必要があります。

◇実践区の取り組み方を定着させる必要があります。

◇中学校の実践組織を立ち上げる必要があります。

◇子育てについて地域ぐるみで考える場が必要です。

◇町としての教育振興運動推進組織を立ち上げる必

要があります。
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教育委員会定例会リポート（3月・4月）

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）

保育所・幼稚園から小学校に進学するとき、環境
の変化に戸惑って授業に集中できないことがありま
す。また、中学校への進学後にうまく適応できなか
ったり、例えば進路についての具体的なイメージを
持てないことなどから、なかなか高校になじめない
こともあるかもしれません。

一つ上の学校に進むときは、誰でも壁を感じます。
しかし、それは壁ではなく、跳び越えるためのハー
ドルなのです。全員がハードルを跳び越えて新しい
学校で力一杯頑張ってもらえるよう、今年度重点事
業として「校種間（＝保育所・幼稚園・小学校・中学
校・高校）連携の充実・推進」に取り組むための専任
の教育相談員を教育委員会に設けました。日々学校
現場等を回っていますので、よろしくお願いします。

＜プロフィール＞
盛岡市在住。昭和49年4月、西根町立西根第一中学校をスタートに岩手県
公立学校教諭経験22年、その後、教頭、校長を歴任し、雫石町立七ツ森小学
校長を最後に今年3月定年退職、そして4月から教育に対する熱い思いを再
び雫石町の子どもたちのために注いでいただいています。
東京都港区出身。趣味は渓流釣り、読書、映画鑑賞。釣果は上 （々本人談）。

教育相談員　阿波和男先生

■その2 質疑応答編

■その１　決定事項編　～以下の議案が承認されました～

雫石町社会教育委員
（敬称略・任期：平成23年3月31日まで）

〈卒業式について〉
委　①御明神小学校の卒業式に参列し、大変感動し
た。厳かな中にも晴れやかに行われ、「思いや
り・感謝の心」がにじみ出た整然とした素晴らし
い式だったと思う。

委　②中学校の卒業式に参列し、とても感動した。
卒業生が立派だったし、在校生の激励の言葉、合
唱なども良く仕上げられており、とても晴れやか
だった。生徒の自覚、先生の指導などの成果が感
じられた。

答　卒業式に参列し共通して感じたことは、「思い
やり」と「感謝」の心です。子ども達にも「別れ」
「新しい出会い」と感じ方はいろいろだったでし
ょうが、小学校課程146名、中学校課程175名、そ
れぞれ立派な式を挙行していただきましたし、立
派な「卒業生」だったと思います。

〈教育振興運動について〉
委　平成21年度の推進目標が大変細やかに検討さ
れ、期待感をもって聞いた。ぜひこのとおり進め
ていただきたい。地域からの参加が必須と思われ
るが、具体的な手だてをどのように考えているか。

答　4月当初に開催された行政区長会議で説明しお
願いした他、町婦人会にもお願いし準備会に加わ
っていただいています。今後、地域公民館連絡協
議会等でもお願いし、地域にＰＲし参加を呼びか
けていきます。

〈各種事業への参加について
委　合唱教室やおはなし会・読書の集い等、各種事業
への参加について、子どもたちが多く参加できる
よう、交通手段等の手だてを考えていただきたい。

答　今年度は、事業によっては各学童クラブへ出向
いて活動の機会を提供し参加を促そうと考えてい
ます。

委委

答

答

答

１．雫石町社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて
２．雫石町公民館運営審議会委員委嘱に関し議決を求めることについて

高　橋　友　子 町小・中学校校長会長

菊　池　　　浩 県立雫石高等学校長

岩　持　直　幸 町青年団体連絡協議会役員

関　　　窕　子 町婦人会役員

笹　田　利　明 町PTA連絡協議会役員

堂　前　正　彦 （財）雫石町体育協会役員

舛　澤　　　茂 公募

目　時　美帆子 町芸術文化協会役員

上　野　幸　彦 町青少年育成推進協議会役員

五日市　　　泰 学識経験者

委

委

雫石町公民館運営審議会委員
（敬称略・任期：平成23年3月31日まで）

田　山　英　治 雫石中学校長

吉　田　信　男 町小・中学校校長会副会長

五日市　　　泰 町芸術文化協会役員

吉　田　　　勇 町地域公民館連絡協議会役員

田　中　秀　雄 （財）雫石町体育協会役員

杉　田　隆　子 町婦人会役員

松　浦　利　夫 知識経験者

佐々木　恵美子 知識経験者（公民館利用者）

中　村　鈴　呼 知識経験者（生涯学習事業講師）

舛　澤　　　茂 公募
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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！
☆（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

【開催期間】6月30日（火）まで
【開館時間】午前9時30分～午後5時
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日）
【入館料】大人500円・小中学生400円

（10名以上は団体割引あり）
【問い合わせ】御所湖川村美術館（TEL692-5931）

昔なつかし「がんづき」「くるみっと」を作って
みましょう！
【日　時】①5月24日（日）②5月25日（月）

①②どちらも午前9時30分～12時
【場　所】御所公民館（御所地区健康増進センター）
【定　員】①②各15人
【講　師】長瀬裕子さん（釜石市在住）
【受講料】500円
【申し込み】御所公民館へ5月21日（木）までにお申
し込み下さい。

Word、Excelの基本操作及びインターネット活用
について学ぶ教室です。
【日　時】6/2（火）、6/9（火）、6/16（火）、6/23
（火）、6/30（火） 全5回
＊昼コース：午後2時～午後4時
＊夜コース：午後7時～午後9 時

【場　所】西山公民館　パソコン体験実習室
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】先着10人
【受講料】1,000円（テキスト代含む）
【申込期間】5/18（月）～5/22（金）
＊受付時間：午前9時～午後5時15分

【申込先】西山公民館～「嗚呼玉杯の町」と「後三年合戦」の地を訪ねて～
【日　時】6月3日（水）

午前8時　町役場前集合・出発
【見学場所】秋田県横手市方面
・沼の柵跡
・嗚呼玉杯歌曲の碑
・後三年の役跡
☆金沢の柵跡
☆平安の風わたる公園
☆鎧ヶ埼城跡　　　　　など
＊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25人
【申し込み】社会教育課へ5月25日（月）までにお申
し込みください（内線284）。

ゴルフを通じて、健康増進と親睦を図りましょう！
【日　時】6月27日（土）8時30分～
【場　所】雫石ゴルフ場　から松コース

（乗用ゴルフカー・セルフプレー）
【対　象】町民及び町内に勤務している方
【参加費】1Rプレー代・昼食代等参加費用
一般：11,000円
町ゴルフ協会員・イーグル会員：10,000円
＊保険代・ロッカー代は別途。

【競技方法】18ホールズストロークプレー
（ダブルぺリア方式）
【申し込み】雫石ゴルフ場へ6月20日（土）までに電
話でお申し込み下さい（TEL693-1111）。

～募集①～

～展覧会案内～
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【応募資格】県内在住または県出身者か岩手県に本
籍がある人

【応募方法】専用の応募用紙に記入して応募してく
ださい。応募用紙は、町教育委員会社会教育課に
取りに来て頂くほか、県文化振興事業団HP
（http://www.iwate-bunshin.jp/）からもダウン
ロードできます。

【応募期限】6月1日（月）必着
【選定・表彰】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）。
〔参考：前回（第61回）の優秀作〕
「夢・創造・無限大」

【注意事項】作品は未発表のものに限ります。また、
入選作品の著作権は芸術祭主催者に帰属し、ポス
ター等の印刷物に使用されます。

【応募・問い合わせ先】第62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 （財）岩手県文化
振興事業団総務部内（TEL：654-2235／FAX：
625-3595）

教育委員会では、今年度国の緊急雇用対策特別基金事業を活用して町内遺跡の発掘調査を実施します。そこ
で、下記のとおり発掘調査に携わる作業員を募集します。
【就労場所】小日谷地IB遺跡（雫石町小日谷地　町中央浄水場敷地内）
【雇用形態】臨時（4か月以上）＊町役場臨時職員扱いとなります。
【雇用期間】6月1日～10月31日（予定）
【勤務体系】平日午前8時30分～午後5時15分（実働8時間）土日及び祝日は休日
【賃金形態】日給月給制・月末締め翌月15日支払
【各種保険】社保・労災・雇用保険等加入
【募集職種・人員・作業内容・賃金等】下記のとおりです。

募集職種 調査員または調査補助員 発掘調査作業員

募集人員 2人以内 10人程度

仕事の内容

【調査員】発掘調査現場を統括し、責任者の指示のもと、補助
員及び作業員に調査の具体的な指示を行う。

【調査補助員】調査員の指示のもと、調査員の職務を補助し、
作業員に具体的な指示を行う。

責任者・調査員または調査補助員
の指示のもと、発掘調査に必要な
掘削・精査・測量等を行う。

応募条件

【調査員】大学卒以上で調査員として2年以上の発掘調査経験
及び報告書の執筆実績を有すること。

【調査補助員】大学卒以上で2年以上の発掘調査経験を有し、
発掘調査全般に関する技術を一定程度以上有していること。

不問

賃金日額
【調査員】9,200円以上（経験等により決定）
【調査補助員】7,900円以上（経験等により決定）

5,700円～6,400円
（経験等により決定）

【応募方法】教育委員会社会教育課あて履歴書を持参または送付ください。
（〒020-0595 雫石町千刈田5-1 雫石町教育委員会社会教育課あて）
【申込期限】5月25日（月）必着
【採用について】面接等を行った上で採否を決定します。日時については後日ご連絡します。
【その他】第1次の応募状況により、ハローワークで第2次募集をすることがあります。
【問い合わせ】社会教育課（内線284）

～募集②～

第62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。



6 広報●教育しずくいし●2009●5●No.50●

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 ●
・疑心～隠蔽捜査３～ ……………………今野　敏
・妻敵にあらず…………………………澤田　ふじ子
・ステップ……………………………………重松　清
・殺し合う家族……………………………新堂　冬樹
・霊眼…………………………………………中村　啓
・こいしり……………………………………畠中　恵
・富子すきすき…………………………宇江佐　真理
・胡蝶の失くし物…………………………仁木　英之
・偽りの書（上・下）………ブラット・メルツァー
・三匹のおっさん……………………………有川　浩
・砂冥宮……………………………………内田　康夫
・暴雪圏……………………………………佐々木　譲
・喋々喃々……………………………………小川　糸
・うつくしい人……………………………西　加奈子
・トイレのポツポツ…………………………原　宏一
・ニホンブンレツ…………………………山田　悠介
・幽霊コレクター…………ユーディット・ヘルマン
・僕とカミンスキー…………ダニエル・ケールマン

● 一般書 ●
・からだにおいしい野菜の便利帳 …板木　利隆・監修
・トルコの可憐な伝統レーストゥオヤ……七海　光
・食べ物日記……………………………司馬　遼太郎
・ももこの２１世紀日記 N’08 ……さくら　ももこ
・「笑う脳」のひみつ！……………………伊東　乾
・荘司雅彦の法律力養成講座……………荘司　雅彦
・デジカメ写真の撮り方・撮られ方……織作　峰子
・トップアスリート………………………小松　成美
・ま、いっか。……………………………浅田　次郎
・大人の読書………………谷沢　永一×渡部　昇一
・ザ・マジックイヤー～三谷幸喜のありふれた生活７～

…………………………三谷　幸喜
・最新　検査のすべて…………………小橋　隆一郎
・調味料　オドロキの使いこなし術……青木　敦子
・コレステロールを下げる生活事典

…………………井上　修二・監修
・レジ待ちの行列、進むのが早いのはどちらか

…………………………内藤　誼人

● ヤング・児童書 ●

・レイトン教授とさまよえる城……………柳原　慧
・つみきのいえ……………………………平田　研也
・くまとやまねこ………………………湯本　香樹実
・トラのテレサ…………………ビッキー・イーガン
・まるまれ　アルマジロ！……………安東　みきえ
・封じられた街～北風のポリフォニー～…沢村　鐡
・オーボラーラ男爵の大冒険………………原　京子
・恋みち ………………………………………reY 他

・全盲先生、泣いて笑っていっぱい生きる
…………………………新井　淑則

・ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん…末吉　暁子
・どっからたべよう………………………井上　洋介
・辞書びきえほん国旗……………陰山　英男・監修
・おふねがぎっちらこ…………………柚木　沙弥郎
・たんぼのぎょうれつ……………………笠野　裕一
・カーフェリーのたび…………………みねお　みつ

【日　時】5月23日（土）10時から
【会　場】中央公民館１階　特別会議室
【プログラム】
・『ももたろう』

…五味　太郎 さく
・『はいしゃへいく』

…石橋　真樹子 さく
・『ねこどけい』

…きしだ　えりこ　さく

【日　時】5月21日（木）10時30分から
【会　場】中央公民館 2 階　視聴覚室
【プログラム】
・大型えほん『ぞうさんのさんぽ』
・かみしばい
『おおきくおおきくおおきくなあれ』
・パネルシアター
・こうさく
『まるいまどから』 など

新着図書をご紹介！（3/21～4/20受け入れ分　計224冊）

＜5～6月の休館日ご案内＞【5月】18、25日　【6月】1、8、15、22、29日

月に2回“おはなし会”を開催しています。
主に幼児対象の「たんぽぽおはなし会」は第3木曜日、
小学生以上対象の「しずくいしおはなし会」は第4土曜日です。

幼児対象「たんぽぽおはなし会」 小学生以上対象「しずくいしおはなし会」
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今、子どもたちは… シリーズ「輝」 48 ～大村小学校編～

次回は　雫石中学校　からの情報をお送りします。

EMづくりに挑戦！　～プールにEMをまいて、大村の川を守ろう！～
大村小学校　養護教諭 菅川　雪恵

大村小学校では、昨年全校児童８名でEMづくりに挑戦しました。きっかけは、少ない人数で、どうしたら
大きなプールをきれいにそうじができるだろうかということでした。EM発酵液は、プールシーズン後とプー
ルシーズンはじめに投入しておくと、プールの水が腐敗せず汚れが落ちやすくなり、また排水された先の川
の生物にもよい影響を与えるそうです。プールそうじがきれいにできること、大村のきれいな川がますます
浄化されること、これは一石二鳥でやるしかない！ということで、子どもたちはEMづくりに励みました。

作り方は、ペットボトルに各家庭から持ってきて
もらった米のとぎ汁、三温糖、塩そしてEM培養液を
入れてよく混ぜます。あとは日の当たる場所に置い
ておき2～3日おきにガスぬきをします。ガスがうま
く発生するかな…と子どもたちはドキドキ…。

天気が悪い日が続き、日数がかかりましたが３週
間ほどで成功！子どもたちは、自分たちで作ったEM
をわくわくしながらプールに投入しました。
今年のプールそうじが楽しみです。どうか、うま

くいきますように…。
（協力：NPO地球環境・共生ネットワーク岩手）

毎年町国際交流協会の主催で実施してい
る「ドイツ友好都市青少年交流の翼事業」
が今年も開催され、4月10日に参加者 5
名が帰国のあいさつで教育委員会を訪れま
した。
3月20日～29日の日程でドイツ・バー

トヴィンプフェン市及び隣町のネッカース
ルム市を訪れた参加者は、ホームステイを
しながら学校の授業にも出席、現地の中高
生とも大いに交流を深めた模様で、そのよ
うすが報告されました。
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広報「教育しずくいし」 6月号は 6月11日（木）発行です。

各種大会で活躍中の西山ボンズスポーツ少
年団（野球）は、3月27日（金）～30日（月）
の日程で、沖縄県北中城村

きたなかぐすくそん

とスポーツ交流会
を行ってきました。
北中城村は、 巻町と姉妹町村で岩手県と

の親交も深いところです。今回は、北中城村
長、村教育委員会をはじめ、北中城村スポー
ツ少年団の父母会のご協力を頂き、スポーツ
少年団選抜チームと交流試合を行いました。
また、親睦会では、西山ボンズスポーツ少年
団が感謝の気持ちを込めて「男よしゃれ」「雫
石さんさ」を披露したりと、スポーツ・文化
両面での交流となりました。この交流から学
んだものを、今後の活動に生かしていっても
らいたいと思います。
（情報提供：西山ボンズ父母会 田中 利彦様）

西山公民館のパソコン、プリ
ンタ等が新しくなり、より快適
に利用できるようになりました。
ノートパソコンを11台常設

し、インターネットも使用でき
ます。プロジェクターを使用し
てスクリーンへの投影も可能で
すので、会議や研修、あるいは

個人での資料作成や調べものな
どにぜひご利用ください。
なお、利用には2日前までの

予約が必要となります。詳しく
は西山公民館（693-3321）ま
でお問い合わせください。
※4ページのパソコン教室ご案
内もご覧ください。

� 5月～ 6月の主な行事予定�

表紙問題の答え ①台形様（だいけいよう） ②縄文　③遮光器（しゃこうき） ④狼（おいの）
⑤モリアオ　⑥弘法（こうぼう） ⑦杉　⑧国見　⑨円満造（えまぞう）

【6月】
７� 第36回御所地区混合バレー大会

雫石地区行政区対抗野球大会
14� いわて銀河100kmチャレンジマラソン大会
20�～22�

岩手地区中学校総合体育大会
21� 御明神地区行政区対抗野球大会
24� 第43回町小学校陸上記録会
26� 教育委員会議
28� 第41回雫石地区混合バレーボール大会

主担当交代…ということで、本当に出せるんだろうか 5月号、
と不安な日々でした。教育委員会に関わるものだけとっても、様々
な仕事があるのだなあと改めて実感。今後とも、ご指導よろしくお
願いします。（A）

今月、記念すべき50号を節目に主担当が交代！今後はもっぱら
サポート役に徹することにしていました…が、しばらくは指導が必
要かな？それはさておき、今後新たな視点で作られる広報「教育し
ずくいし」にも変わらぬご指導と応援をお願いします！（Yasu）

【5月】
16� 雫石中学校体育祭
17� 第25回岩手山ろくファミリーマラソン
23� 小学校運動会

（七ツ森・御明神・橋場・大村）
24� 上長山小学校運動会
28� 教育委員会議
29� 雫石中ゴミゼロ作戦
30� 小学校運動会（雫石・南畑・安庭）
31� 小学校運動会（下長山・西根）

御所地区春季グラウンド・ゴルフ大会

�あとがき�


