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〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕………「行事予定」を5ページに移動しました！

　近年、各方面から文化財指定への期待のあった「雫石よしゃれ」ですが、このたび３月４日に町の指定
無形民俗文化財となりました。町内33番目の指定（登録）文化財で、町無形民俗文化財としては10件目の
指定となります。指定に合わせ、雫石よしゃれ保存会・上長山無形文化財振興会・安庭民踊省一会の３団
体が保持団体として認定されました。

町を代表する民俗芸能「雫石よしゃれ」　町無形民俗文化財に指定！町を代表する民俗芸能「雫石よしゃれ」　町無形民俗文化財に指定！町を代表する民俗芸能「雫石よしゃれ」　町無形民俗文化財に指定！

おかあさん　いつもよんでね　あのえほん （細川　美
み い な

衣菜　南畑小２年）
家読標語コンクール　入選作品

＜雫石よしゃれとは＞
　古来から、町の祝いの席で必ず唄われ、踊られてきた演目で、
「よしゃれ　茶屋のかかあ、花染めのたすき、肩にかからねぇで、
気にかかる」「よしゃれ　おかしゃれ　その手は喰わぬ　その
手くうよな　野暮じゃない」などの歌詞があります。
　およそ420年前の雫石城攻防の際、城の攻略を狙っていた南
部氏の隠密が、用水の取入口にある茶屋の女将に言い寄り水路
を聞き出そうとしたが、見破られて退散したという話から始
まったというのが有名ですが、「黒石よされ」や「庄内節」の
流れをくむという説もあります。
　古くは酒の席で興に任せて唄い踊られてきた酒盛り歌の一種であったと考えられますが、江戸末期から明
治初期、上長山の屋号「普請場」と呼ばれる村上松太郎が、歌や踊りに手を加え格式高くしたと言われてい
ます。その後、松太郎の多くの弟子が、町内全域によしゃれを伝え、長い伝承の中で唄や踊りに地域性が生
まれ、雫石町を代表する民俗芸能として定着していきました。基本的には、正装で、祝い事などの際に御祝・
お鋳銭坂の後に踊る座敷踊りです。
　このように、雫石のよしゃれは、長い歴史と伝統を有し、町を代表する民俗芸能として貴重な存在である
ことから、今回の指定となったものです。なお、保持団体として認定された団体は、それぞれ古来からの座
敷踊りの形式を比較的そのまま受け継いでいることが認定理由となりました。

☆参考資料ＤＶＤ「岩手県雫石町の民俗芸能　地域に息づく雫石よしゃれ」社会教育課にあります！
 （「雫石よしゃれ」保存伝承に関する好資料！1週間以内で貸出もしています。どうぞご覧ください。）

☆2010全日本ジュニア選手権大会・スーパーG
 【男子】８位：讃岐　圭二（雫石高校）
 【女子】９位：松原　美幸（雫石高校）

☆第17回全日本選抜ジュニア選手権大会・スーパーG
 【女子】３位：松原　美幸（雫石高校）
☆2010全日本ジュニア選手権大会・スーパーG中学校の部
 【女子】４位：袖林　瑠依（雫石中学校）

’93世界アルペン開催記念大会　上位入賞おめでとう！
3/5～ 3/6　雫石スキー場
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特 集 ～平成22年度雫石町教育施策方針（要約）
　経済・雇用情勢の悪化や少子高齢化・国際化・高度情報化など社会環境が大きく変化する中で、町民一人一人が充
実した生活を送り、地域社会を支え、発展させていくうえで、人づくりを担う教育の果たす役割はますます重要になっ
ております。
　町の総合計画に掲げる「すべてのひとが輝くまちづくり」を基本理念として、町行政と緊密な連携を図りながら、
学校教育と社会教育が一体となった取り組みを通して町民の信頼と期待に応える教育行政を進めて参ります。

○確かな学力を育む環境づくりに取り組みます。
①｢まなびフェスト」の作成と学校、家庭、地域との協働
②学習指導要領改訂に向けた指導体制の充実
③教職員の資質の向上
④キャリア教育の推進
○豊かな心を育む環境づ
　くりに取り組みます。
　①生徒指導体制の充実
　②特別支援教育の推進

○「いつでも、どこでも、だれでも」自主的に学習できる生涯学習の実現に努めます。

○文化芸術は人々に生きる喜びを与え、潤いのある人生を送る上で大きな力となるものです。町民が主体的に芸術活
動に関わりながら、特色ある地域文化の形成に寄与できるよう支援します。

○スポーツやレクリエーションは健康増進・体力向上はもとより活力ある地域社会の形成と健康で明るい豊かな生活
を築く上で重要な役割を果たすものと期待されています。町民だれでもが気軽にスポーツに親しむことができるよ
う努めてまいります。

①総合的な生涯学習環境の整備充実
②教育振興運動の推進（全町課題「読書」）
　　　　　　　　　　　　　… 重点事業
③子育てについての学習機会の充実
④青少年の健全育成、ジュニアリーダーズ
　クラブ「SKY」の活動支援

①各種文化芸術団体等の育成や活動支援
②優れた文化・芸術の鑑賞機会の提供
③東京芸術大学合宿招聘事業の実施
④総合芸術祭や町民劇場、町民音楽祭などの開催支援、
創作活動の発表や鑑賞の機会の拡充

⑤郷土の歴史理解と郷土愛護思想の普及啓発
⑥雫石町無形文化財芸能祭の開催
⑦文化遺産の保護・保全と有効活用

○健やかな体を育む教育の推進に努めます。
　①運動能力や体力の向上
　②学校給食を通じた食育の推進
　③薬物乱用防止教育の推進
○効果的な教育環境づくりに取り組みます。
　①学校評価の実施と開かれた学校づくりの推進
　②学校等校種間連携の推進　……… 重点事業
　③地域ぐるみの学校安全整備体制事業の推進
　④学校施設の整備
　⑤学校の適正配置の検討

⑤静岡県富士市との少年交流事業の実施
⑥中央公民館、地区公民館の機能充実
⑦図書館の充実と読書活動の推進
⑧ホームページの充実、広報「教育しずくいし」
　による情報提供

⑧歴史民俗資料館の有効活用
⑨歴史と文化の学習拠点整備基本構想策定

　　　　　　… 重点事業

①町体育協会や関係団体・機関等との連携協力による健康づくりの推進
②スポーツ・レクリエーション環境の充実
③指導者の育成、施設整備
④競技スポーツの振興と競技力向上支援
⑤岩手山ろくファミリーマラソンの開催
⑥指定管理者による施設管理体制の充実

第１

第２

第３

第４

「学校教育の充実」

「社会教育の推進」

「文化芸術の振興と文化財の保護・保存及び活用」

「生涯スポーツの振興」

学校教育課・町内各小中学校

社会教育課・生涯文化課

社会教育課・生涯文化課

社会教育課・町体育協会等

重点事業

重点事業

重点事業
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　以上が22年度の施策の概要です。
　今、社会が急速な変化を遂げる中にあって、教育の果たす役割は極めて大きいものがあります。
　当町教育が「郷土に誇りを持ち、未来に“活きる人”」を育むためには、学校、地域、家庭、行政、教育に関わる
一人一人が新たな認識と理解のもとに協力し進めていかなければならないものと考えています。
　雫石中学校生徒による教師への傷害、暴行事件では、ご心配とご迷惑をおかけいたしました。今回の件を受け、教
職員が一体となり生徒に寄り添った指導を行うとともに、社会で許されないことは学校でも許されないことであると
いうことを、強く指導して参りました。今後は、さらに、生徒、保護者、学校、地域、行政が一体となり、生徒の心
に響く教育を実践し、正常な学校生活が送られるよう努力して参る決意であります。
　依然として厳しい行財政状況の中ではありますが、町民が郷土に誇りを持ち、心豊かに希望を持って住める「すべ
ての人が輝くまちづくり」のために教育委員会では全力で取り組んで参ります。

【教育施策方針に関する問い合わせ】　学校教育課（692-6577）

 教育委員会定例会リポート（３月）
決定事項編　～以下の議案が承認されました～

１．雫石町就学指導委員会委員の委嘱及び任命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委嘱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．教育長の権限に属する事務の委任に関する規定の一部改正について
７．雫石町立小中学校事務の共同実施運営要領の制定について
８．雫石町就学指定校変更及び区域外就学取扱要綱の制定について
９．雫石町立学校職員の勤務時間等に関する規則の一部改正について

＊質疑応答編については、5月号に掲載します。

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（692-6577）

教育振興運動に関する問い合わせ　社会教育課（692-6590）

全町で「読書大好き雫石っ子」を推進しましょう～
～ 家読におすすめ＜４月＞　町では『家読』に取り組んでいます ～

☆おおきくなるっていうことは
（中川ひろたか・文／村上康成・絵）

童心社
　おおきくなるって、どんなことか
な？さあ、この絵本を見て、見て、
見て～。
　入園・入所、おめでとう。
　ぐんぐんおおきくなあれ！

☆くまの子ウーフ
（神沢利子・作／井上洋介・絵）

　ポプラ社
　くまの子ウーフは好奇心旺盛な子
ども、いろんなことに興味を持って
……
（魚にはなぜしたがないの？）
（いざっていうときって、どんなと
き？）
　きっと子ども達もウーフととも
に、あれこれ考えるでしょう。

☆クジラの歌がきこえるよ
　 （ギャリー・カルバー、

スティーブ・サンドラム　文／
スティーブ・サンドラム　絵）

学習研究社
　クジラが歌うって、知ってます
か？
　ハワイの沖で育った白い子クジラ
が親クジラとはぐれて……。
　歌って歌って、アラスカの海で再
会する感動の絵本です。

乳幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け
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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

「くるみっと」と「がんづき」を作ります！
【日　時】①４月25日(日）　②４月26日(月）

10:00 ～ 12:00
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬裕子さん
【受講料】一人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・②とも先着15人
【持　物】エプロン・三角巾

牛乳のパック（１リットル）をひとつ洗っ
て、開かずに持ってきてください。

【申し込み】御所公民館へ４月21日(水)までにお申
し込み下さい。（受付時間　平日8:30 ～ 17:00）

みんなで楽しく歌おう！
【期　日】５月８日（土）開講～

おおむね隔週土曜日
【時　間】10:30 ～ 12:00
【場　所】中央公民館　リハーサル室・他
【講　師】岩崎賢江・福田公子・佐藤聡子
【受講料】一ヶ月につき一人500円
【対　象】町内の小学生
【申し込み】中央公民館へ４月23日(金)までにお申
し込みください。（受付時間　平日8:30 ～ 17 :15）
＊その後の申し込みも随時受け付けます。

【期　日】　
①５月11日(火）開講　　②６月８日(火）
③７月13日(火）　　　 　④８月10日(火）
⑤９月14日(火）　　 　　⑥10月12日(火）
⑦11月10日(水）　　　 　⑧12月８日(水）
⑨１月26日(水）　　 　　⑩２月23日(水) 
＊月１回開催・全10回

【時　間】9:30 ～ 12:00
【場　所】雫石公民館　ほか
【講　師】木村純子さん

　親子教室「おおきくなあれ」は就業前の親と子の交流の場です。運動会や遠足など楽しい企画がいっぱい
です。みんながんばって大きな○をもらいましょう！

【期　日】①５月15日(土）　②５月19日(水）
【時　間】10:00 ～ 13:00
【場　所】中央公民館　調理実習室
【テーマ】①こどものための献立

②高齢者のための献立
＊上記の他に健康おやつ一品

【講　師】町食生活改善推進員
【受講料】一回一人500円
【対　象】町内在住または勤務の方

＊男性の参加も歓迎します！
【定　員】①・②とも先着15人
【持　物】エプロン・三角巾・受講料
【申　込】中央公民館へ５月６日(木)までにお申し
込み下さい。（受付時間　平日8:30 ～ 17:15）

【託児室】無料託児室を準備できますので、ご希望
の方はお申し込み時にご相談ください。

自分のペースで楽しく運動してみませんか？
子どもから大人までどなたでも参加できます。

【期　日】５月16日(日) ～ 10月10日(日)
毎週木・日曜

【時　間】午前5:45　中央公民館前集合
午前6:00～ランニング開始

＊１㎞・２㎞・３㎞コースの中から、自分に合っ
たコースに参加できます。

【参加費】無料
【対　象】町内在住または町内勤務の方
【申　込】雫石公民館（受付時間 平日8:30 ～ 17:15）
または開催日に直接現地で随時受付します。

☆御所公民館・おやつ作り教室☆

☆少年少女合唱教室☆

☆親子教室「おおきくなあれ」☆

☆ヘルシークッキング☆

☆早朝ランニング☆

【受講料】無料　＊実費徴収あり
【対　象】町内在住の２歳～３歳児とその親
【定　員】先着25組
【内　容】体操、歌、楽器演奏、工作、遠足など
【その他】親子ともに動きやすい服装で、内履きを
ご準備ください。また、お子様のお弁当をご持参
ください。

【申し込み】４月19日(月)～４月23日(金)の間に雫
石公民館へお申し込みください。
（受付時間　平日8:30 ～ 17:15）
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　野菊伝説、十石杉伝説、八郎太郎伝説、鴬宿伝説
に関係する地をめぐるプチツアー。「めざせ伝説案
内人修了生」がご案内します。
【日　時】①５月24日（月）　②５月26日（水）

③５月28日（金）　④５月30日（日）
＊①～④のうち、ご都合の良い日をお選びください。

【時　間】集合：10時（中央公民館）　解散：15時
【定　員】①～④とも先着10人
【対　象】徒歩散策できる方
【参加料】無料　＊お弁当をご持参ください。
【申し込み】中央公民館へ５月14日(金)までにお申
し込みください。（受付時間平日8:30 ～ 17:15）

【託児室】無料託児室を準備できますので、ご希望
の方はお申し込み時にご相談ください。

『心・技・体』柔道精神を学んでみませんか。
心・・・礼儀・作法を学び相手を敬う心を学ぶ
技・・・相手を倒すことだけではなく、自らの身を

守る術を学ぶ
体・・・基礎体力を向上させ、病気・怪我に負けな

い体をつくる
【活動日時】毎週水・木・土曜日
　　　　　 午後６時30分～午後８時
【活動場所】雫石町営体育館　柔道場
【お問い合わせ】雫石町柔道スポーツ少年団
・斉藤　敏朗（斉藤靴店）：692‒3058
・山崎　忍：090‒7792‒2714
※見学も随時受け付けています。
　お気軽にお問い合わせください。

☆お弁当もって出かけよう　～春の町内伝説地プチツアー☆ ☆柔道スポーツ少年団　団員募集中！☆

● ４月～５月の主な行事予定 ●
【４月】
　11 ㈰ 雫石町スポーツ少年団結団式
　18 ㈰ 盛岡市内一周継走大会
　26 ㈪ 教育委員会議
 雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式
【5月】
　３㈪ 雫石町早起き野球開幕式
　11 ㈫ 雫石町教育研究会

　15 ㈯ 雫石中学校体育祭
　16 ㈰ 第26回岩手山ろくファミリーマラソン
　22 ㈯ 御明神小学校運動会
　27 ㈭ 教育委員会議
　29 ㈯ 町内小学校運動会
　 （雫石、七ッ森、橋場、大村、南畑、安庭）
　30 ㈰ 町内小学校運動会（上長山、下長山、西根）

【就学援助・奨学資金の22年度希望者を募集しています】
　町では、経済的な理由で就学や進学が困難な児童・生徒及び学生を援助するため、就学援助制度と奨学資金制
度を設け、希望者を募集しています。
①就学援助制度
【制度の内容】経済的な理由で就学困難な小中学生を援助し、義務教育を受けられるようにする制度です。
学用品費、修学旅行費、医療費、給食費などを援助します。

【申し込み】通学先の学校
【問い合わせ先】通学先の学校または学校教育課（℡692-2111内線292）
②奨学資金制度
【募集対象者】高等学校以上に在学し、本人または家族の住所が町内にある学生・生徒
【申込期限】５月14日(金)………学力・経済状況等を審査のうえ、６月に採用者を決定します。
【奨学資金貸付月額（上限）】　

学校 公立 私立 学校 公立 私立
高等学校 15,000円以内 20,000円以内 大学（昼間部） 30,000円以内 35,000円以内
工業高等専門学校 18,000円以内 － 大学（夜間部） 15,000円以内 25,000円以内
短期大学 25,000円以内 30,000円以内

　※高等学校の授業料が無償化となった場合は、貸付の限度額が変更される場合があります。
【利子】無利子
【返済】高校や大学を卒業後、貸付期間の４倍の期間で返済（例、大学４年間×４＝ 16年間）
【申し込み・問い合わせ先】学校教育課（℡692-2111内線294）
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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 ://library.town.shizukuishi.iwate.jp 【問い合わせ】692-5959

 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」

【日　時】４月15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『おさんぽおさんぽ』ほか
・かみしばい『おそろいパンツ』
・パネルシアター『ノンタンおやすみなさい』
・こうさく『こいのぼりをつくろう』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　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！

【日　時】４月24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】
・『おじいさんの小さな庭』

……………ゲルダ・マリー・シャイドル　文
・『くまとやまねこ』…………………湯本　香樹実　文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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！（２/21～３/20受け入れ分　計159冊）
● 小説 ●

・うさぎ幻化香………………………………北森　鴻
・ナニカアル………………………………桐野　夏生
・深重の橋（上・下） …………………澤田　ふじ子
・コロヨシ！！……………………………三崎　亜記
・蝦蟇倉市事件　２…………………秋月　涼介ほか
・忍者ルネッサンス！…………………倉阪　鬼一郎
・さようなら、私の嘘………………ヒキタ　クニオ
・挑発………………………………………笹本　稜平
・魔物が棲む町……………………………佐藤　雅美
・ダウンタウン……………………………小路　幸也
・四十九日のレシピ………………………伊吹　有喜
・教室の亡霊………………………………内田　康夫
・波枕…………………………………………鳥越　碧
・僕の明日を照らして…………………瀬尾　まいこ
・竜の涙…………………………………柴田　よしき

 ● ヤング・児童書 ●
・ナナのたんぽぽカーニバル……あんびる　やすこ
・せかいいちの名探偵………………………杉山　亮
・まほうの国の空とぶ妖精………………藤　真知子
・たまごボーロのように………………………華　恵
・エミリーの記憶喪失ワンダーランド
　　　　　　　　……………………ロブ・リーガー
・かえんだいこ………………………………川端　誠
・質問絵本…………………………………五味　太郎
・どれにしようかな…………………つちだ　のぶこ
・はるですよ………………………………柴田　晋吾
・13歳からの英語ノート………………小野田　博一
・だいたいいくつ？…ブルース・ゴールドストーン
・Ｗ杯をたたかうボール…………………岩崎　龍一
・けがをした恐竜……………………黒川　みつひろ
・ヴィヴァーチェ　Ⅱ………………あさの　あつこ
・さくら…………………………………長谷川　摂子● 一般書 ●

・イチバン親切な刺しゅうの教科書 … 新星出版社 編
・池上彰の親子で新聞を読む！……………池上　彰
・空気は読まない……………………………鎌田　實
・生きるって人とつながることだ！………福島　智
・年齢学序説………………………………博多　大吉
・内閣総理大臣　増補版…………………舛添　要一
・裸の総理たち32人の正体………………渡部　昇一
・家族の勝手でしょ！……………………岩村　暢子
・カツラーは今日も闘っているのだ！…小林　信也
・空に向かって……………………………安藤　美姫
・オスカー～天国への旅立ちを知らせる猫～
　　　　　　　　……………デイヴィッド・ドーサ
・ん　～日本語最後の謎に挑む～………山口　謡司
・ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘
　　　　　　　　……………………水木　悦子ほか
・落語こてんぱん………………………柳家　喬太郎
・虎さんの追憶記…………………………坂本　虎男

“本のこうかんひろば”
開催します！

　読まなくなった本を持ち込んだり、読みたい本
を持ち帰ったり、もちろん両方でもＯＫ‼
　開催期間は５日間です。どうぞご利用ください。
【期　間】４月28日(水)～５月２日(日）
【場　所】中央公民館1Ｆ　ふれあいひろば

※マンガ雑誌や週刊誌及び書き込み・落書き等を
している図書の持ち込みはご遠慮ください。

〈４～５月の休館日ご案内〉
【４月】12、19、26、29日
【５月】３～５、10、17、24、31日
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№59 下長山小学校　編～

下長山小学校　児童会担当　佐藤　直子鉛筆・消しゴム募金
　今年の児童会のスローガンは「みんなが心の輪をつなぎ、みんな
がかがやく児童会」です。みんなが思いやりをもって活動しながら
友達のよさやがんばりを認め合うことを通して、一人一人が輝く下
小にしたいという願いがこめられています。
　そこで、今年は「鉛筆・消しゴム募金」に取り組みました。きっ
かけは、毎年ネパールに行き、メガネを届けるボランティアを10年
以上続けている人がいるということを知ったことです。そして、メ
ガネだけでなく、鉛筆や消しゴムも渡していることがわかりました。
「募金以外のボランティア活動も行いたい」「自分たちができること
で、人の役に立ちたい」と思っていた執行部は、全校に呼びかけ、
鉛筆218本、消しゴムを31個集めました。

　手紙と鉛筆・消しゴムを届けると、児童会に葉書が届きました。
「…えんぴつはセティデビ村の小学校で学ぶ子供達にひとり２本
ずつお渡ししてきました。…村の子供達の笑顔がとってもすてき
でした」とあり、遠いネパールの学校で、下長山から送ったそれ
らを持って笑顔で勉強している子ども達がいると思うと、胸が温
かくなり「取り組んでよかった。みんなが協力してくれてよかっ
た」と喜び合いました。
　自分たちの思いや行動が、誰かを笑顔にしたという体験を通し、
子ども達はみんなの力が一つになったときのすばらしさを感じる
ことができたと思います。

次回は　わかば幼稚園　からの情報をお送りします。

　３月13日、町営体育館において、町内の小学生を対象
として、地元の雫石クラブを講師に迎え、野球教室が開
催されました。
　町内スポーツ少年団３チームが参加し、準備体操や
キャッチボール、守備や打撃の基本動作の指導をしてい
ただきました。今回教わったことがこれからの活動に生
かせるといいですね。

【集めた鉛筆と消しゴム】

【ネパールから届いた葉書】

雫石町少年野球教室開催！　　　～大事な基本動作を学びました

地球温暖化を防ごう隊　表彰！
　岩手県では、家庭でできる省エネルギー等の取組を
通して地球温暖化防止への意識を高めるため、県内の
小学生を「地球温暖化を防ごう隊」の隊員に任命し、
活動を促進しています。
　今回、取組を行った町内の小学校８校が表彰されま
した（取組期間：H21.10月～H22.1 月分）。

雫石小・七ツ森小・上長山小・下長山小
西根小・御明神小・大村小・安庭小

これからも取組を継続していきましょう！
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広報「教育しずくいし」５月号は　５月13日（木）発行です。

● あとがき ●
■　主な行事予定は、今月号から５ページに移動しました　■

　だんだん暖かい日も多くなり、白鳥も続々と次の地へ向かってい
るのを見かけます。自分の周りに重なった片付けきれないものを横
目で見るたびに、身一つで生きる動物たちのすごさを感じます…と

いうことで22年度もよろしくお願いします。（A）
　気付けば広報「教育しずくいし」も７年目！編集担当は変わらず
…ですが、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。（Yasu）

　教育委員会では、平成21年度、歴史民俗資料館の茅葺施設（南部曲り屋・水車小屋・物置小屋）の葺き替えと、
水車小屋につながるスロープ・階段の設置を行いました。
　茅葺施設の葺き替えについては平成21年８月から平成22年１月まで、スロープと階段の設置は平成21年８月か
ら11月までの工期で取り進め、立派に完成しました。

　このたびの定期人事異動に伴い、下記の先生方が転入されました（校長・副校長）。
雫石の子どもたちのため、そして町の教育行政のためどうぞよろしくお願いいたします。
学校名 職　名 氏　名 前任校 学校名 職　名 氏　名 前任校
七ツ森小 副校長 和田　敬次 平舘小 大村小 校長 相馬ゆみ子 田河津小
下長山小 副校長 鈴木まゆみ 大迫小 安庭小 校長 藤澤　英俊 松野小
雫石高 校長 荒屋敷　均 盛岡南高 雫石高 副校長 小田島　均 花泉高

施設改修完了しました！　～その①　雫石町歴史民俗資料館　南部曲り屋・水車小屋

どうぞよろしくお願いします！　～平成22年度教職員人事異動紹介

自信をもたせ、自立を促す　～どんぐり広場～　適応指導教室開設中
　学校教育課では、長期にわたり学校（小・中）に行けなくなっている子どもたちのために「どんぐり広場」を開設
しています。学校生活への適応や学習面の不安を和らげるため、学習支援や体験活動、教育相談を中心に活動を行っ
ています。主な支援は以下のとおりです。
　①生活リズムを整え、自立心を育てる。　　　　　　　④運動を通して体力をつける。
　②体験活動を通しながら自分の良さに気づかせる。　　⑤学校・家庭・教室の連携を図る。
　③学力に対する不安を軽減させる。　　　　　　　
　どんぐり広場は、主に教育相談員が中心となって支援活動をしています。教育に関する各種の相談にも対応してい
ます。お気軽にご相談下さい。
【問い合わせ】学校教育課（内線293）または、勤労青少年ホーム（℡692-0611）

　整備前の状況と比べても、その違いは一目瞭然です。生まれ変わった曲り屋や水車小屋を見にきませんか？資料
館では、特にも町民の皆さんの来館をお待ちしております！　　５月号では体育施設を紹介します。

水車小屋（施工後） 物置小屋（施工後） 水車小屋・スロープ（施工後）

曲り屋（施工後）曲り屋（施工前）
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