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5月の「教育しずくいし」は特集2本とミニ特集1本でお届けします！
〔　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　～もくじ～　〕

　5月３日（月）、さわやかな五月晴れの中、町内18チームによる早起き野球大会が鴬宿グラウンドで開幕
し、今年も熱戦の火ぶたが切られました。

早寝！早起き！朝野球！早寝！早起き！朝野球！早寝！早起き！朝野球！

わすれない　家族で読んだ　ものがたり （石川　瑞穂　七ツ森小４年）
平成21年度家読標語コンクール　入選作品　…学校名・学年は21年度当時のものです

　選手200人以上が集まった開幕式では、
前年度優勝の御明神グランドスラムを代表し
て滝沢真人さんが優勝旗の返還を行った後、
パワーズの柿木直人さんが力強く選手宣誓、
全力プレーを誓いました。

　ドイツからお母さんと日本に一時滞在している、陽
子・エーベルさん（小６）が、上長山小学校で４月
20日から1ヶ月の予定で体験学習をしています。
　陽子さんは、日本の小学校生活を体験したいという
ことで、学区内の箱崎さんのお宅にホームステイをし、
５・６年生と一緒に学習活動をしています。４月26
日の「鯉のぼり掲揚式」にも元気に参加し
ました。
　日本語を話すことも聞くこともできると
いうこともあり、学校の子ども達にとって
も楽しく貴重な機会になっています。

ドイツからの小さな留学生！
上長山小学校に体験入学

～平成22年度雫石町早起き野球大会開幕！

　開幕式終了後、早速第1試合が開催され、選手の好
プレー・珍プレーに盛んに声援が寄せられました。
　８月の決勝までロングランで行われる早起き野球、
たくさんの好ゲームが期待されます。
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特 集 ①
～教育振興運動も新たなスタート　第１次推進計画初年度　動き出す～

　雫石町教育振興運動推進協議会では、新たに「読書推進」を重点に掲げ、４年間の第１次
推進計画により動き出しました。
　町民の皆さんの参加をいただきながら、雫石っ子の子育ち環境を見つめ直し、地域ぐるみ
での子育てをみんなで考えていきます。
　今年、2010年は≪国民読書年≫。共通課題として読書の推進に取り組みます。

 第 1 次推進計画の年度ごとの目標
〔 1年次：平成22年度〕全町での教育振興運動推進を周知する
　　・子育ち環境をみんなで見つめ直す
　　・読書大好き雫石っ子に取り組む
〔 2年次：平成23年度〕子育ち環境浄化の重点を絞り込む
　　・教育振興運動リーダー研修会を開催する
〔 3年次：平成24年度〕地域ぐるみでの実践活動を推進する
　　・教育振興運動リーダー研修会を開催する
〔 4年次：平成25年度〕子育ち環境浄化宣言を提起する
　　・第 1回教育振興運動推進大会を開催する

今年度の推進目標は・・・
その１　実践区で子ども達を取り巻く環境の分析！
　実践区での５者による推進委員会で、地域や子ども
達の良さ、子育ち環境の見つめ直しなどを進めます。
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４
回雫石町親子読書のつどいを盛り上げます。
その３　地区単位で子育て講演会の開催！
　地区公民館を会場に、講演や子育ち環境の情報交流
で子育てについて考え合います。

その４　教育振興運動実践交流会の開催！
　平成22年度の集大成として、各実践区の取り組みを
交流するとともに、雫石っ子の健やかな成長について
考え合う場として交流会を開催します。
その５　教育振興運動の周知！
　子どもも家庭も学校も地域も一緒にみんなで取り組
んでいることを、多くの町民にも分かってもらうよう、
情報の発信を進めます。

　今年度も、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
の取り組みへのサポートをよろしくお願いします。

教育振興運動は、一緒に活動して子ども達とかか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雫石町教育振興運動に参加しましょう。

◎子ども達に明るく声をかけましょう
◎地域の子ども達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）

まず、こんなことから・・・

子育て講演会や実践交流会へ進んで参加を！

◎絵本を読んであげたり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
◎ 1月の教育振興運動実践交流会に参加しましょう
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特 集 ②

校種間連携に関する問い合わせ　学校教育課（692-6577）

～町内小学校の平成22年度「教育目標」と「特色ある学校づくり」をご紹介

～重点事業「校種間連携の充実・推進」　今年度の小・小連携交流会

（雫石・七ツ森・上長山小学校編）

しずくいしの教育　ミニ特集

　町では、校種間連携を幼稚園・保育所・小学校・中学校・高校と
いう「たての連携」と、学校教育課と福祉課、10の小学校の６年生
同士の交流という「よこの連携」を組み合わせることでより緊密な
連携が図られていくと考え、取り組んでいます。
　昨年の９月にスタートした「小・小連携交流会」ですが、今年度
はさらに規模を拡大し、次のような計画で実施します。

期　　日 会　場 交　 流 　校 対象
人数

クラス
数

７月６日(火)
10 : 45～15 : 00 安庭小 安庭・御明神・西根・

上長山・大村 52名 ２

７月７日(水)
10 : 45～15 : 00 雫石小 雫石・七ツ森・下長

山・橋場・南畑 99名 ３

11月25日(木)
10 : 45～15 : 00 七ツ森小

七ツ森・下長山・橋
場・南畑 30名 １

11月30日(火)
10 :45～15 : 00 雫石小 雫石・御明神・安庭・

西根・上長山・大村 121名 ４

　事前に６年生の担任の先生方が話し合い、分担をして楽しい授業を計画していきます。今回は父母の皆さんもご案
内します。規模の違う集団の中でお子さんがどのように過ごすかをごらんください。
　６年生が小学校の段階で連携をし、お互いの絆を強めて雫石中学校に結集していく。このたての連携とよこの連携
がかみ合っていった時、雫石町の子どもたちはさらに健全にたくましく育っていくと思います。
　どうぞご期待下さい。

昨年の開催のようす

＊雫石小学校＊
≪教育目標≫
　かしこく
　ゆたかで
　たくましい子ども
≪特色ある学校づくり≫
『ふるさと雫石学習』の推進
　雫石昔語りの会・世代間交流学習
の実施
　青空花壇・青空農園・青空奉仕作
業の実施
　青空太鼓・鼓笛隊の継承と発表

＊七ツ森小学校＊
≪教育目標≫
「心豊かな子ども」
・たしかな学びをする子ども
・なかよくたすけあう子ども
・ねばり強くたくましい子ども
≪特色ある学校づくり≫
「七ツ森と賢治の夢」
・七ツ森ふるさと学習
・金管バンド演奏
・歌声活動
・福祉施設との交流

＊上長山小学校＊
≪教育目標≫
「豊かな心をもち、たくましく生き
る子ども」
・自分で考える子ども
・思いやりのある子ども
・健康でたくましい子ども
≪特色ある学校づくり≫
ふるさとのよさを学び、ふるさとを
大切にする心を育む
○ふるさとの環境（自然・もの・人）
に進んでかかわり、４つの学びを大
切にする
・葛根田川から学ぼう・岩手山から
学ぼう
・本から学ぼう・農業から学ぼう

平成22年度の各学校「教育目標」と「特色ある学校づくり」は、不定期に掲載していきます

275_004_315.indd   3 10/05/08   9:28



4  広報●教育しずくいし●2010●５●No.62●

 教育委員会定例会リポート（３月・４月）
―その１　報告事項編（４月）―　以下の案件が報告されました

１．雫石町就学指導委員会委員の任命に関し議決を求めることの専決処理の報告について
２．歴史文化解説資料作成専門員に関する規則を制定することの専決処理の報告について

―その２　質疑応答編（３月・４月）―　～以下の内容が話し合われました～
①卒業式について
委　下長山小学校の卒業式に出席した。非常に素晴
らしいきびきびとした子ども達だった。立派に教
育が行われてきたと感じた。

　　中学校は、服装の乱れや私語が気になったが、
卒業生も在校生もよく頑張ったと思う。特に、合
唱は素晴らしかった。父兄の謝辞も心に残るもの
だった。最後はエールを送りたくなるような気持
ちだった。

　　雫石高校では、やはり大人だ、立派だなという
感じを受けた。在校生の送辞・卒業生の答辞では、
二人とも人数が減って自分たちの学校はこの先ど
うなるだろうと涙ぐんでいた。不安の中で子ども
達もいろいろな思いを抱えながら頑張ってきたこ
とを感じた。素晴らしい卒業式だった。

答　校長先生を始め、先生方には頑張っていただき
ました。服装の乱れ等については、当然指導した
と思いますが、徹底できませんでした。今後の反
省点としたいと思います。

②図書館の子ども専用スペース確保について
委　図書館に子ども専用のスペースがあればいい。
特別会議室の活用もあるが、声が聞こえない程度
の仕切を設けるとかの検討を願いたい。
答　現在、特別会議室の活用を考えています。普段
読まないような本を移動するなどし、スペースの
確保を検討することとしております。
③中学校の耐震化について
委　二次診断による結果は具体的にどのような程度
か。また、今後の方向性としてはどのように考え
るか。
答　震度６以上の地震が発生した場合、崩壊する可
能性が高いということです。現在は生徒数が減少
し、建設当初の1/2の人数となっており、空き教
室が増加しています。耐震補強をする場合、全部
の教室が対象となりますが、教育環境として適切
な配置や適正規模等さまざまな問題がありますの
で、今後検討していくこととしております。

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）

答　答

委委　委 委委　委

答　答

答　答

委委　委　委

教育振興運動に関する問い合わせ　社会教育課（692-6590）

～ 家読におすすめ＜５月＞　町では『家読』に取り組んでいます ～
　今回は、世界の民話などからホッとする絵本を選んでみました。おじいさんやおばあさんからも昔話を聞いて
みましょう。

☆おだんごぱん
（ロシア民話　せたていじ・訳/
　わきたかず・絵）福音館書店
　できたてのおだんごぱん、ころこ
ろころがって外へ。ウサギさんやオ
オカミさん、くまさんからもにげ
て……。さあ、きつねさんからもに
げることができるかな？

☆きつねのホイティ
（シビル・ウェッタシンハ・作/
　松岡　享子・訳）　福音館書店
　くいしんぼうぎつねのホイティ
は、おかみさんをだましたつもりで
人間に化け、ごはんをご馳走になり
ます。でも、本当はきつねだという
ことはばれていたのです。おおらか
なスリランカの人たちのおはなし。

☆あかりの花
（中国苗族民話　肖甘牛・採話/
　君島久子・再話/赤羽末吉　画）

福音館書店
　踏み倒された白いユリの花を助け
家で植えたトーリン。ある夜、灯り
の中から赤い花が咲き、美しい娘
が……。
　働くことの素晴らしさを伝える感
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

【期　日】①６月16日(水）　②６月19日(土）
【時　間】10：00～13：00
【場　所】中央公民館　調理実習室
【テーマ】①減塩食メニュー
　　　　②夏バテ防止メニュー
　　　　＊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
　　　　＊男性の参加も大歓迎！
【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６月４日（金）までにお申し
込み下さい（受付時間　平日８:30～17:15）。
　＊定員に達した場合は期限前でも締め切ります。
【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。

【日　時】６月４日（金）午前８時　町役場前集合・出発
【見学場所】遠野市方面
　・遠野城下町資料館　　　　　　　　　　　　　　・福泉寺
　・遠野物語の碑　　　　　　　　　　　　　　　　・カッパ淵
　・とおの昔話村　　　　　　　　　　　　　　　　・道の駅　遠野風の丘　　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31日(月)までにお申し込みください（内線284）。

　Word、Excelの基本操作やインターネットの活
用について学びましょう！
【日　時】６月４日（金）～７月２日（金）
　　　　毎週金曜　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】各コース先着10人
【受講料】1,000円（テキスト代含む）
【申込期間】５月24日（月）～31日（月）までに西山公
民館へお申し込みください（受付時間　平日８:30
～17:00）。
【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。

☆ヘルシークッキング☆

☆第１回郷土史教室（滴石史談会・町教委共催）☆　～遠野物語のふるさとを訪ねて～

☆初心者のためのパソコン教室☆

● ５月～６月の主な行事予定 ●
【 5月】
　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
　23㈰ 第 8 回御所地区春季グラウンドゴルフ大会
　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、安庭）
　30㈰ 町内小学校運動会
 （上長山、下長山、南畑、西根）
　31㈪ 雫石中学校国道清掃活動

【 6月】
　６㈰ 第37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
 御明神地区壮年男子ソフトボール大会
 西山地区行政区対抗野球大会
　12㈯～13㈰
　　 雫石町春季スポーツ少年団野球大会
　13㈰ いわて銀河100 kmチャレンジマラソン大会
　19㈯～21㈪
　 岩手地区中学校総合体育大会
　20㈰ 御明神地区行政区対抗野球大会
　24㈭ 第44回町小学校陸上記録会
　28㈪ 教育委員会議
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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】５月20日（木）10時30分から
【会　場】中央公民館１階　リハーサル室
　　　　 ＊いつもとお部屋が変わっています。
【プログラム】
・えほん『おひるねこねこ』ほか
・かみしばい『ごあいさつできた』
・パネルシアター『おつむてんてん』
・こうさく『ふくふくあそび』　　　　　　　　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】５月22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】
・『じぶんの木』………………………… 最上　一平 作
・『プルプルのたまご』…………… 塩田　守男 作・絵
・『おしょうとこぞう』………………… 大川　悦生 作

　　　　　　　　　　　　　　　　　　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！（3/21 ～ 4/20受け入れ分　計246冊）
● 小説 ●

・鼠、闇に跳ぶ……………………………赤川　次郎
・こぼれおちる刻の汀……………………西澤　保彦
・プライド……………………………………真山　仁
・天国旅行………………………………三浦　しをん
・オー！ファーザー……………………伊坂　幸太郎
・エデン……………………………………近藤　史恵
・下流の宴…………………………………林　真理子
・光媒の花…………………………………道尾　秀介
・マドンナ・ヴェルデ………………………海堂　尊
・女ともだち…………………………角田　光代ほか
・犬の力（上・下） ……………ドン・ウィンズロウ
・銀河に口笛………………………………朱川　湊人
・血戦～ワンス･アポン･ア･タイム･イン･東京 ２～
　　　　　　　　……………………………楡　周平
・ロスト・シンボル（上・下） ……ダン・ブラウン

 ● ヤング・児童書 ●
・知っておきたい！働く時のルールと権利
　　　　　　　　…………………………簱智　優子
・青おにとふしぎな赤い糸…………………岩神　愛
・どこまでも……………………アンナ・ピンヤタロ
・NEWスパイダーウィック家の謎 第３巻
　　　　　　　　…………………ホリー・ブラック
・13歳の進路…………………………………村上　龍
・玉子の卵焼き…………………………上條　さなえ
・ニッポンまるかじり！地理ブック
　　　　　　　　……………… 地理教育研究会 編
・こんな大学で学びたい！………………山内　太地
・嘘つきは恋のはじまり…………メグ・キャボット
・銀のらせんをたどれば
　　　　　　　　…ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
・王さまのアイスクリーム …フランセス・ステリット
・ジャージャー麺がのびちゃうよ！ ……イ・ヒョン
・メッシ ……………………………… 本郷　陽二 編
・消えた龍王の謎 ……………………カイ・マイヤー
・挨拶絵本 …………………………………五味　太郎

● 一般書 ●
・全図解 ものごと「格付け」事典 ……安部　直文
・この国を動かす者へ………………………佐藤　優
・お坊さんが隠すお寺の話………………村井　幸三
・はじめての料理の正解…………………武蔵　裕子
・平民宰相原敬伝説…………………………佐高　信
・クラシックの聴き方入門……………舟橋　三十子
・チャランポラン闘病記………………林家　こん平
・團十郎復活……………………………市川　團十郎
・「横審」の魔女と呼ばれて ……………内館　牧子
・たんぽぽの日々……………………………俵　万智
・妙ちゃんが行く！…………………………清川　妙
・法律の常識…………………………………酒井　将
・半井小絵の季節の小箱…………………半井　小絵
・パパ、ママ、あいしてる
　　　　　　　　 …ブルック＆キース・デザリック
・死にゆく者の礼儀…………………………遥　洋子

〈５～６月の休館日ご案内〉
【５月】17、24、31日
【６月】7、14、21、28日
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№60 わかば幼稚園　編～

わかば幼稚園　　園長　宮　節子

　人生はじめての学校教育としての幼稚園・幼稚園と
しての役割や、幼児教育の大切さが問われている現在、
遊びを中心とした幼児教育から教科学習を中心とする
小学校教育の移行がスムーズに出来るよう、幼稚園の
あり方を見直しどうなすべきかを考え、子どもによい
環境とは何かを探りながら、年齢に応じた教育を教職
員一丸となって一人一人の子どもに手をかけ、心をか
け、日々幼稚園教育に頑張っています。

　健康で明るい素直な子、情緒豊かな思いやりのある
子、創意工夫を楽しみ考え、自ら育とうとする力を大
切にしています。
　幼・小の連携とは、小学校と交流の活動をしたりす
ることです。接続というのは、無理なく、気もちよく
小学校へあがってほしいという願いをもって、幼稚園
でやるべきこともあり、小学校の先生と意思疎通をし
て、子どもが無理なく移行できるようにすることです
が、あくまでも幼稚園教育であり、３歳から５歳まで
の幼児のよりよき成長の場でなければならないと思っ
ています。
　幼・小の連携を考えるとき、大切なことは、幼稚園
から小学校・その先の人生に向けてどの様に育ってほ
しいかという事であると思っています。

次回は　安庭小学校　からの情報をお送りします。

　4月11日（日）、町営体育館において各少年団員・指導者
（父母）、およそ250人が一堂に会し、今年1年の決意を新
たにしました。
　今年度初めて開催したこの結団式では、団員を代表して
雫石野球スポーツ少年団の田中匠君が先頭になり、団員全
員で「スポーツ少年団団員綱領」の唱和を行いました。

　その後、岩手県スポーツ少年団の内澤由理子さんを
講師に招き、「スポーツ少年団活動における心構えと
感謝の気持ち」をテーマに講演をしていただき、いろ
いろな心を持つ事の大切さを学びました。また、体育
指導委員の小田明子さんには、リズム体操を指導して
いただきました。

さんさのたいこ疲れるけどがんばるよ運
動
場
で
元
気
よ
く

大
き
な
剣
が
出
来
た
よ

結団式で団員・指導者が一堂に　～平成22年度雫石町スポーツ少年団結団式
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広報「教育しずくいし」６月号は　６月10日（木）発行です。

● あとがき ●
　最近は一日ごとに四季が入り乱れたような天候が続いていたので
心配でしたが、ようやく春らしくなってきた気がします。あとは桜
を楽しみにしつつ、花粉症の症状が早くおさまることを願うばかり
です。（A）

　今年の連休は好天に恵まれ桜も見頃！雫石川園地の桜も、去年と
は違い、てんこ盛りに咲き乱れていましたね。ようやく春を実感す
る今日この頃…だけどまた寒くなるとの予報も。今年は本当に極端
な気候、みなさんも体調に気をつけましょう！（Yasu）

☆さあ、一緒に第九を歌いましょう！
　　　 ～しずくいし混声合唱団へどうぞ～☆

 いよいよ今年は野菊ホールでオーケストラをバッ
クに第九コンサート。そこで、しずくいし混声合唱団
でも４月から第九の練習を本格的に進めています。初
めての人も今がチャンスです。一緒に練習し、ゆっく
りとマスターしていきましょう。
　団員一同、皆さんの参加をお待ちしております。

【練習日】毎週木曜、午後７時～９時
【練習会場】中央公民館　リハーサル室ほか
【指導者】岩崎賢江さん、佐々木郁二さん
【練習曲】ふるさとの四季、第九、美しき碧きドナウ、
イーハトーヴの風、雫石町民歌、愛唱歌（荒城の月、
星に願いを、遥かな友に、涙をこえて……）

【発表の場】町民音楽祭、岩手地区音楽祭、町芸術祭
など（その他、出前コンサートも）

【会費】月1,000円
【問い合わせ】事務局　佐々木（TEL692-2485）

☆平成21年度宮沢賢治作品読書感想文コンクール
　　　　　　入賞者（最優秀賞・優秀賞）発表！☆
　このたび行われた標記コンクール（主催：雫石と宮
沢賢治を語る会）で入賞した方々を紹介します。
　入賞者のみなさん、おめでとうございます。
【小学校低学年の部】
[最優秀賞]　七ツ森小２年　戸塚　和幸さん
　　　　　　　～「注文の多い料理店」を読んで
[優秀賞]　　橋場小３年　志戸前　暁さん
　　　　　　七ツ森小１年　相田　優衣さん
【小学校高学年の部】
[最優秀賞]　安庭小６年　安藤　芽唯さん
　　　　　　　～「よだかの星」を読んで
[優秀賞]　　七ツ森小６年　佐々木　真耶さん
　　　　　　七ツ森小６年　阿部　綾夏さん
【中学校の部】
[最優秀賞]　雫石中１年　間田澤　成美さん
　　　　　　　～生きる̶「銀河鉄道の夜」を読んで
[優秀賞]　　雫石中２年　野口　巳沙さん
　　　　　　雫石中２年　嘉門　也実さん
（注：学校名・学年は平成21年度当時のものです）

　教育委員会では、平成21年度、鴬宿グラウンドのトイレ改修工事と町営体育館の屋根・外壁改修及び太陽光発
電設備設置工事を行いました。
　鴬宿グラウンドのトイレ改修は平成21年11月か
ら22年３月まで、町営体育館の屋根改修は平成21
年９月から22年１月まで、また太陽光発電システ
ム設置工事は平成21年９月から22年３月までの工
期で取り進め、すべて完成しました。

施設改修完了しました！　　　　　　　　　　～その②　町営体育施設編

　より快適に利用できるようになった体育施設、町民の皆さんもぜひご利用ください！
　　６月号では学校関係を紹介します。

体育館の屋根に太陽電池が
のっています

発電のようすがパネルに表示新しくなった鴬宿グラウンドトイレ
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