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第７回雫石町民劇場　｢村に返った 亀甲織｣ ２月14日（日）
午前の部／10：30開演　　午後の部／15：30開演（いずれも開場は30分前）

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！

編集・発行／平成22年２月10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

真冬の雫石を練り歩く　～平成22年雫石町裸参り真冬の雫石を練り歩く　～平成22年雫石町裸参り真冬の雫石を練り歩く　～平成22年雫石町裸参り
雫石町の裸参りは、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
りです。昔は毎年厳寒の12月14日に実施され、「あみだ参り」と呼ばれていました。
幾度の中断を経て昭和55年に町青年団体連絡協議会により再興され、今年で復活後31回目を迎えました。

腰みの、横綱、お守りなど、裸参りに使う装束をすべて祈願者
自らが作っているというのも、雫石の特徴です。
装束の準備は、雫石公民館を会場として、新年早々から始めら
れました。祈願者は、仕事を終えた後などに公民館に集まって、先
輩方のアドバイスを受けながら和やかな雰囲気の中で装束作り
を進めていました。

１月17日（日）の裸参り当日は、寒さに加えて雪が舞う厳し
い天候となりました。それぞれ装束を身につけた31名の祈願
者は、午後１時に三社座神社を出発。永昌寺（下寺）までのお
よそ1.2ｋｍの道のりを、２時間近くかけてゆっくりと歩きま
す。道路にも厚い氷が残っており、わらじをはいた足が滑るた
め、祈願者たちはより慎重に歩を進めながら、五穀豊穣・家内
安全・無病息災・交通安全等を祈願しました。
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教育振興運動の取り組み教育振興運動の取り組み

平成18年度にスタートした４年間の教育振興運動再生プランが、今年度で終了と
なります。＜地域ぐるみでの子育てを！＞と動き出した本町の教育振興運動は着実に
歩み続け、各地区での実践が定着してきました。
全町では『読書大好き雫石っ子』を掲げて読書推進に取り組み、親子読書のつどい
を開催したり、読書カードを手がかりに親子で本を読んだりしました。また、読み聞
かせボランティアの皆さんも大活躍、本の面白さを学校や地域で広げてくれました。

一方、各実践区では独自に課題を決めて取り組みました。
実践区での取り組みがしっかり動き出したことを踏まえ、いよいよ、この２月には、雫石町としての教育振
興運動推進の中核となる推進組織が発足することになります。その推進組織について、お知らせします。

【教育振興運動に関する問い合わせ】 社会教育課（692‑6590）

町としての推進組織、発足へ ～ 再生プラン終了、新たな推進計画に ～

年１回、総会を開催して、基本目標や活動計画を決定します。
雫石町の子ども達の現状をふまえ、健やかにたくましく成長していける環境づくりについて考えます。

推進組織の名称は
「雫石町教育振興運動推進協議会（仮称）」に

教育振興運動は子ども・家庭・学校・地域・行政の５者による具体的な実践活動です。
そのため、子どもに関わる大人もそれぞれの分野から代表として参加します。

◎構成メンバーは・・・・・・総勢、34名程度を予定しています

現在、中核になっている推進準備会は発展解消し、今後は新組織で推進計画などを決定し、それを受けて実践区で実
践活動を展開していきます。
地域の子ども達を見据えて、大人が関わって健やかな成長を支えていきます。

◎設立総会は２月下旬に

特 集 ①特 集 ①

＊学校から（３名）
雫石町校長会会長
雫石中学校校長
雫石高校校長

＊家庭から（３名）
町ＰＴＡ連絡協議会会長
雫石中学校ＰＴＡ会長
雫石高校ＰＴＡ会長

＊地域から（６名）
町子ども会育成会連合会会長
町老人クラブ連絡協議会会長
町婦人会会長
町体育協会会長
地域公民館連絡協議会会長
町保育施設協議会会長

＊行政から（５名）　
教育委員会教育長
学校教育課長　　　　　
社会教育課長
福祉課長
住民課長

＊各地区実践区から（16名）
実践区会長
（もしくは事務局長）

＊町内有識者から（数名）

地域ぐるみで子育てを！
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特 集 ②特 集 ②
～平成21年度学習定着度状況調査から見える雫石の子ども～

Ⅰ 教科の調査について

昨年10月に、県内の小学３年生から中学３年生（小３、小６、中３は意識調査のみ）までの児童生徒を対象
とした学習定着度状況調査が行われました。この調査は、児童生徒一人一人の学習の定着状況を把握し、その
結果を基に指導の充実を図ることと、明らかになった学習指導上の問題点を教育施策に反映させることによ
り、児童生徒の学力向上に資することをねらいとしたものです。この結果から見える概要の一部を報告します。

２　今後高めることが必要な力は？
小学校国語では、「書くこと」の力を高める必要があります。
小学校算数（４年生）では、「数学的な考え方」の力を高める必要があります。
※昨年度、課題として挙げた小学校国語の「言語事項」は改善されました。
※今年度課題として挙げた小学校算数の「数学的な考え方」については、昨年度も課題となっていた観点です。
３　ばらつきの状況について
中央値を挟む50％の集団のばらつきは、国語が小さく、算数が大きいという状況です。これは、昨年度と同
様の傾向です。
４　分析結果の活用について
各学校では、上記の観点別やばらつきの状況以外に、領域別、学級別、問題別また意識調査との関連などの
さまざまな視点で分析を行い、児童生徒一人一人の指導に生かしたり、授業改善やカリキュラム編成に生かし
たりしていきます。教育委員会としては、来年度の教職員研修等へ生かしていきます。

１　観点別正答率一覧表（％）
【国　語】　　　　　　　　　　　　　　　 【算　数】

観　　点 ４年生 ５年生
話すこと・聞くこと 77.2 69.6

書くこと 52.7 50.7
読むこと 67.9 53.5
言語事項 76.8 74.0

観　　点 ４年生 ５年生
数学的な考え方 54.4 61.5

数量や図形についての表現・処理 69.3 71.4
数量や図形についての知識・理解 71.9 72.5

Ⅱ 質問紙調査について 家庭学習についての調査の結果と考察
・｢学校の授業以外で、一日にどのくらい勉強しますか（※土日は除く。※塾・家庭教師の時間を含む）」
（グラフは小学校６年生と中学校１年生の結果）

左記のグラフから、中学校になると家庭学習の時間が減少する
ことがわかります。部活動等で学校生活の時間が延びている影響
かもしれません。その他、以下のことも分かりました。
①　１時間以上の学習時間は、小３〜中３まで、どの学年も県全体
と比較するとかなり少ない状態です。

②　①の差が、小学校５年生から急激に広がっています。これも中
学校の部活動と同様にスポーツ少年団等の活動が時間的に長
くなってきたからかもしれません。

③　テレビ等の視聴時間が昨年度と比べてかなり短くなってきた
という調査結果（小学校６年生を対象に行った全国学力・学
習状況調査の質問紙調査）もありますので、児童生徒は、時間
の使い方を考えてきているように感じられます。
各校では、宿題の出し方や家庭学習の方法等をより具体的に示
すなど工夫を重ねています。
家庭や地域との連携が大切になってきています。児童生徒の限
られた時間をバランスよく、有効に活用させるようにそれぞれの
立場で考えていく必要があります。
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平成21年度　雫石中学校国際交流海外派遣事業 2月20日〜27日
ランドルフへ向けて 〜 いざ出発‼

この事業は、雫石中学校と国際交流姉妹校を締結しているアメリカ合衆国バーモント州ランドルフ中学校と
の交流を通してアメリカの歴史と文化を学び、さらに学校・社会生活を体験することで国際感覚を養い、本町
の地域発展に寄与する人材を育成するために行っているものです。
出発に向け、派遣される生徒の皆さんから届いたメッセージをご紹介します。

〈前列左から　小野寺未紗、藤村紗帆、天瀬綾香、
一井彩来、藤村紗衣

後列左から　大倉副校長、谷地玲奈、甲地香央里、
吉田優志、藤本道人、百濟先生〉

一井　彩来（２年２組）
日本と違うアメリカの文化や

歴史をしっかりと学んできたい。
不安なこともたくさんあるけど、
自分から積極的にコミュニケー
ションをとれるよう頑張りたい。
そして、良い経験にしたいです。

小野寺未紗（２年２組）
初めての海外で不安なと

ころもあるけれど、小学校の
頃から習っていた英語を
使って自分から積極的にア
メリカの人と話せるように
したいです。

藤村　紗帆（２年２組）
初めてのアメリカでとても

不安だけど今まで習ってきた
英語をたくさん使って積極的
に会話してたくさん友達を作
りたいです。そして、アメリカ
の生活や文化をたくさん学ん
できたいと思います。

藤本道人（２年３組）
僕は、海外派遣事業に参
加するにあたって、感謝
の気持ちを常に持つこと
を忘れたくないと思いま
す。この事業で日本とは
違う文化のことを数多く
学び、人として成長する
ことのできる有意義な時
間を過ごしてきたいで
す。

藤村　紗衣（２年３組）
アメリカの文化などを

学びたいです。英語を積
極的に話し、ホストファ
ミリーと仲良くなって
もっと英語を上手になり
たいです。そして、友達を
作りたいです。

谷地　玲奈（２年３組）
私は、英語で会話をしてコミュ

ニケーションをたくさんとれるよ
うにしたい。英会話はあまり得意
ではないが選んで頂いたからには
頑張りたいと思います。

吉田　優志（２年５組）
僕は、海外派遣に参加するにあた

り、雫石中学校の代表であることを自
覚し、しっかりとできるようにしたい
と思う。向こうはとても寒いところな
ので、雫石とどのような違いがあるか
ということや、同年齢のランドルフの
人たちはどのような学習をしている
のかに注目したいと思います。

天瀬　綾香（２年５組）
今回、海外派遣に行く
ことになりとてもうれ
しいです。中学生で海外
に行けるのはとても貴
重な体験になると思う
ので、自分のできること
を積極的にし、帰ってき
てからも海外派遣に
いったことを生かして
頑張りたい。もっと英語
が上達できるように頑
張りたいです。

甲地香央里（２年５組）
私が一番楽しみにし

ていることは、アメリカ
での生活習慣や文化の
違いを体験することで
す。ホームスティ先の家
族や学校でも積極的に
交流し、たくさん友達を
作りたい。町の方々や先
生方への感謝の気持ち
を忘れず頑張ってきま
す。
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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

【日　時】①３月７日（日）10：00〜12：00
②３月７日（日）13：30〜15：30
③３月８日（月）10：00〜12：00

【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】１回につき１人500円
【対　象】町内在住または勤務の方
＊小学生大歓迎！＊未就学児は保護者同伴で！

【定　員】①〜③ともに先着15名
【持　物】エプロン・三角巾
【申し込み】御所公民館へ３月３日（水）までにお申し
込み下さい。（受付時間　平日８：30〜 17：00）。

☆平成21年度雫石町サッカー協会長杯
第16回雫石フットサル大会参加者を募集します！☆

【日　時】３月７日（日）
【場　所】雫石町営体育館
【参加料】高校生のみで編成：１チーム2,000円
一般（社会人・大学生）で編成：１チーム4,000円

【申し込み】２月11日（木）8：30から、町営体育館で
受付を開始します。参加料を添えてお申し込みくだ
さい。※電話受付はしません。

【受付チーム数】先着12チーム（補欠参加有）
【問い合わせ】雫石サッカー協会事務局　下川原正之
電話：自宅　　692‑0654

勤務先　692‑2111（内線122）

☆御所公民館　　おやつ作り教室☆
〜あったか肉まんを手作りしよう！〜

【日　時】２月23日（火）18：30〜20：00
【場　所】御明神公民館　多目的ホール
【種　目】キンボール・シャッフルボード・

ドッヂビー・ターゲットバードゴルフ等
【講　師】星　征一さん
【対　象】町内在住または勤務の方
【受講料】無料
【持ち物】上履き（ズック等）、タオル、着替え等
【その他】実施種目は各開催日の申込人数に応じて決
定します。ご了承ください。
【申し込み】御明神公民館へ２月22日（月）までにお
申し込み下さい（受付時間　平日8:30〜17:15）。

☆手作りクラブ春休み編〜りんごパイを作ろう！☆
【日　時】３月25日（木）
①午前の部10：00〜　②午後の部13：30〜

【場　所】中央公民館　調理実習室
【講　師】町食生活改善推進員
【受講料】１人500円
【対　象】町内の小学生
【定　員】①②ともに先着20人
【申し込み】中央公民館へ３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）。

☆御明神公民館　軽スポーツ教室☆

今年度の御所公民館の生涯学習講座およびサーク
ル活動の成果発表です。どうぞご来場ください。
【期　間】３月５日（金）〜７日（日）

8:30〜17:00（最終日は16:00まで）
【場　所】御所公民館大会議室
【入場料】無料
【出展予定者】・いけばなクラブ（つゆくさの会）

・御所公民館絵画同好会
・御所公民館編み物教室　

【賛助出展】・御所保育園　・大村へき地保育所
・うぐいすの郷　・ショートスティおうしゅく
・グループホームしずくいし

☆御所公民館手作り展　開催！☆

【日　時】３月７日（日）13：00開演
（開場　12：00）

【場　所】野菊ホール
【入場料】全席指定

S席2,000円　A席1,500円
B席1,000円

＊当日券は前売り券が残った場合のみ、
各500円増で販売します。

【入場前売り券取扱所】中央公民館及び各地区公民館
で販売中です。

☆第１８回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり☆

★ふれあい名画劇場　映画・それいけアンパンマン！
「だだんだんとふたごの星」「ばいきんまんＶＳバイキンマン」
【日　時】３月14日（日）上映10：00〜（開場９：30）
【場　所】野菊ホール
【入場料】一般500円・小学生以下無料（整理券必要）
＊2/17から入場整理券の配布及び入場券の販売を中
央公民館・各地区公民館で行います！
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● 小説 ●
・ＴＲＩＰ ＴＲＡＰ …………………………金原　ひとみ
・ウルトラマンメビウス

アンデレスホリゾンド ……朱川　湊人
・明日、アリゼの浜辺で …………………秦　建日子
・ほかならぬ人へ …………………………白石　一文
・ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ ………………辻村　深月
・花や散るらん ………………………………葉室　麟
・黄蝶舞う …………………………………浅倉　卓弥
・水死 ……………………………………大江　健三郎
・欧亜純白（Ⅰ・Ⅱ） ……………………大沢　在昌
・リライブ …………………………………小路　幸也
・きままな娘　わがままな母 …………藤堂　志津子
・元禄百妖箱 ………………………………田中　啓文
・私のこと、好きだった？ ………………林　真理子
・夜のだれかの玩具箱 ………………あさの　あつこ
・パイレーツ〜掠奪海域〜 …マイケル・クライトン
・ノベライズ　おとうと …………………稲光　宏子
・結婚小説 ………………………………中島　たい子

● 一般書 ●
・あなたを元気にする心の励まし手帳 …浜口　直太
・岩手に残る　青い目の人形 ……………加藤　昭雄
・春夏秋冬　餅レシピ ……………………齊藤　宗厚
・救う男たち　Ⅱ …………………………亀山　早苗
・子供に教える「経済学」 ………………小暮　太一
・ハリー・ポッターと私に舞い降りた奇跡…松岡　佑子
・つくも神さん、お茶ください ……………畠中　恵
・ふふふふ ………………………………井上　ひさし
・知識は捨てる！ ………………………川井　かおる
・小説ほど面白いものはない ……………山崎　豊子
・名著講義 …………………………………藤原　正彦
・変な給食 …………………………………幕内　秀夫
・憧れのまほうつかい ………………さくら　ももこ
・寛容力 ……………………………………渡辺　久信
・かわいいからだ …………………………寺門　琢己
・ヘルプマン⑬ …………………………くさか　里樹
・スマイル‼介護士物語③ ……………赤羽　みちえ

● ヤング・児童書 ●
・クリスタルエッジ …………………………風野　潮
・世界を動かした200人 ………………よだ　ひでき
・きつね小僧 …………………………………星　新一
・レイトン教授と怪人ゴッド ………………柳原　慧
・またまた　ぶたのたね ………………佐々木　マキ
・うんこ！ ……………………………………サトシン
・じぶんの木 ………………………………最上　一平
・おそうじ隊長 …………………よしなが　こうたく
・ＳＰＹ〜世界のスパイ伝説 ………Ｐ．フレミング
・デモナータ 10幕〜地獄の英雄たち…ダレン・シャン
・はるまちくまさん ………………ケビン・ヘンクス
・ホーホー！きれいだな ………ティム・ホプグッド
・とむらう女 ………………ロレッタ・エルスワース

新着図書をご紹介！（12/21〜1/20受け入れ分　計112冊）

【日　時】２月27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】
・『あなたが うまれた ひ』…デブラ・フレイジャー作
・『スーホの白い馬』 …………… 大塚　勇三 再話
・『アフリカの音』 ……………… 沢田　としき 作

など
おはなしの雫の皆さんがみんなを待ってまーす！

小学生以上対象「しずくいしおはなし会」

【日　時】２月18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】
・えほん『ひなたぼっこ』『はなをくんくん』
・かみしばい『なにしてるの？』
・パネルシアター『こんこんくしゃん』
・こうさく『おひなさまをつくろう』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！

幼児対象「たんぽぽおはなし会」

＜２〜３月の休館日ご案内＞ 
【２月】11、15、22日　
【３月】１、8、15、16〜24、29日

【問い合わせ】692-5959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://library.town.shizukuishi.iwate.jp 【問い合わせ】692-5959

お知らせ
年度末図書整理作業（館内蔵書点検）のため、

下記の期間は休館します。

期間：３月16日（火）〜３月24日（水）
＜期間中のご注意＞

①本の貸出・予約等はできません。
②本の返却は、図書館玄関横の“ブックポスト”
に入れてください。（図書のみ）
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〜御明神小学校　編〜

『明小っ子の合い言葉は、「活気・元気・根気」』　
御明神小学校　副校長　佐々木和彦

今、子どもたちは… シリーズ「輝」№57

次回は　七ツ森小学校　からの情報をお送りします。

《「元気」がある子は「進んで取り組み」ます》
今年度は10月８日に学校公開がありました。児童会では、県内外から

のお客様を「きれいな校舎」でお迎えしようと「縦割り班対抗雑巾がけ
レース」を企画し、楽しみながら床を磨きあげる技術を身に付ける工夫
をしました。そのおかげで、掃除の時間には雑巾がけに進んで取り組み、
きれいになった校舎で、笑顔でお客様をお迎えすることができました。

《「根気」がある子は「続け」ます》
御明神小学校の家庭学習の時間の目安は、学年×10分＋10分です。

最初の頃は、目安どおりできない児童もいましたが、継続して取り組
んだことで、学年に応じた時間や内容で家庭学習を進めている児童が
増えてきました。授業にも集中しています。

御明神小学校には、「活気・元気・根気」という合い言葉があり
ます。これは、「めあてを持つ子であってほしい（活気）」、「進んで
取り組む子であってほしい（元気）」、「続ける子であってほしい（根
気）」という願いから生まれた言葉です。
《「活気」がある子は「めあて」があります》
様々な活動に「めあて」を持って取り組んでいます。
「業間マラソン」では、１学期と２学期に全校児童が走った距離
の累計が、春木場駅から鹿児島まで行き静岡まで戻った計算にな
りました。

活気：マラ
ソンの様子

元気：雑巾
がけの様子

根気：学習
の様子

☆　図書館協議会委員　☆
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募集します。

募集要項
【募集人員】１名
【任　　期】平成22年４月１日から２年間
【募集期間】２月20日〜３月10日
【応募資格】20歳以上で、応募日現在、町の他の付属機
関の委員になっておらず、平日の日中に開催する会議
（年２回）に出席可能であること。
【応募方法】官製はがきに　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うえ、お申し込みください。
＊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。
【申し込み及び問合せ先】
〒020‑0555　雫石町上曽根田114番地
雫石町立図書館　（電話・FAX692‑5959）

☆町文化財保護審議会委員☆
町文化財保護審議会の役割は、文化財の保存及び活

用に関し、町指定の可否など、重要な事項について調査
審議することとなっています。

募集要項
【募集人員】２人以内
【任　　期】平成22年４月１日から２年間
【応募資格】20歳以上で、応募日現在、町の他の付属機
関の委員になっておらず、平日の日中に開催する会議
（年１回以上）に出席可能であること
【応募方法】官製はがきに①住所　②氏名　③年齢
④性別　⑤電話番号及び「町文化財保護審議会委員希
望」と明記のうえ、お申し込みください。
【応募締切】３月19日（金）必着
【その他】応募者多数の場合は、選考または抽選を行い
ます。また、必要に応じ、応募動機や経歴・活動実績
などの資料提供をお願いすることがあります。
【申し込み及び問い合わせ先】〒020-0595 雫石町千
刈田５番地１　教育委員会社会教育課（電話692-6590）

275̲001̲305:教育しずくいし  10/02/04  12:29  ページ 7



8 広報●教育しずくいし●2010●2●No.59●

広報「教育しずくいし」３月号は ３月11日（木）発行です。

バレンタインには色んなチョコを自分のために買うのが楽しみで
す。数年前、ぬいぐるみ付きのチョコを買って「お子さんにですか？」
と言われた時は何だか申し訳ない気分になりましたが…。（A）

体内の「石」発覚から早1ヶ月あまり…。以来、薬を飲みながらの
毎日ですが、幸い「ピリッ」程度の痛みで済んでいる今日この頃。ま
だ当分居座るつもりなんだろうか？早く出てってくれー(>̲<)
（Yasu）

� あとがき �

ニューイヤー女性フェスタは「あなたも　わたしも
きらめいて」をテーマとし、毎年新年に雫石町各種婦人団
体連絡会の主催で開催している行事で、当日は400人を
こえる参加者が集まりました。
まず中屋敷町長による講話「町政学習」で町政について
学んだ後、２つの演劇を鑑賞しました。出前演劇ボラン
ティア「杜の会」による「春が来た」は、テンポ良くユー
モアにあふれ、客席も一体となって楽しみました。
続く雫石高等学校保健劇「消えない記憶　〜過去から
自分へ〜」では、携帯電話での書き込みや出会い系サイト
が原因となった友人・男女間のトラブルを題材に、携帯
電話とその中の情報の管理・使い方には重要な責任があ
ることを訴えました。身近な問題を迫真の演技で表現し、
会場からは大きな拍手が送られました。

2010ニューイヤー女性フェスタ 開催されました　　～１月１７日（日）　野菊ホール2010ニューイヤー女性フェスタ 開催されました　　～１月１７日（日）　野菊ホール2010ニューイヤー女性フェスタ 開催されました　　～１月１７日（日）　野菊ホール

【日　時】３月６日（土）　13:00〜15:45
【場　所】雫石町総合福祉センター
【入場料】無料　　　【対　象】町民の皆さん
【主　催】雫石町男女共同参画サポーターの会
【内　容】
①講演「いのち育み　夢つむぐ大地　ともに歩みたい」
講師：岩崎　隆氏(全国農協青年組織協議会副会長)
②環境トーク
「環境問題や子ども達の将来を一緒に考えましょう」
講師：岩間　滋氏(科学教育研究協議会岩手支部長)
③雫石の昔ばなしを聞く　講師：伊藤　ヤエ氏
【その他】託児室あり
【問い合わせ】社会教育課（692‑6590）または、同会
事務局　佐々木美由紀（692‑3327）までお問い合わ
せください。

☆2010雫石町男女共同参画町民公開講座☆
〜仕事も大事　暮らしも大事　ともに自分らしく生きよう

【開催日】５月16日（日）
【開催地】雫石町総合運動公園　陸上競技場
【コース】雫石町特設コース（陸上競技場発着）
【種　目】ハーフ、10ｋｍ、4ｋｍ、3ｋｍ、

家族ペア
【参加料】一　般　　3,000円

高校生　　1,500円
小中学生　1,000円
家族ペア　3,500円

【申込方法】①インターネット　
②専用の振替用紙　のいずれかの方法があります。
（役場社会教育課でも申し込み可）
＊詳細は教育委員会社会教育課（692‑6591）までお
問い合わせください。

【締　切】３月31日（水）

� ２月〜３月の主な行事予定 �
【３月】
１㈪　雫石高校卒業式
７㈰   平成21年度雫石町サッカー協会長杯

            第16回雫石フットサル大会（大人の部）
８㈪　ことばの教室修了式
13㈯　雫石中学校卒業式
18㈭　七ツ森小学校卒業式
19㈮　町内小学校卒業式（雫石･上長山･下長山･

            西根･御明神･南畑･安庭)
20㈯　橋場･大村小学校卒業式
25㈭　教育委員会議

【２月】
14㈰   第７回雫石町民劇場
20㈯〜21㈰　平成21年度雫石町サッカー協会長杯

            第16回雫石フットサル大会
(20日：中学校の部　21日：スポ少の部）

20㈯　雫中国際交流海外派遣団出発（〜27日まで）
26㈮   教育委員会議
27㈯〜28㈰ 

            第24回雫石町長杯中学校バレーボール大会 
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