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～ ケッパレランド 冬季営業中！ 健康・体力づくりにぜひご利用ください！ ～

これ読むの？　言ってた私も　もう夢中 （山本　有美　雫石中 1年）
平成21年度家読標語コンクール　入選作品　

　町では、国際化に対応できる豊かな国際感覚を身につけた人材育成を目指して、国際交流海外派遣事業を行っ
ています。

　20回目となる今年は、雫石中学校２年生10人と引
率教員２人が、１月５日から14日までの10日間の日
程でアメリカ・ランドルフなどを訪問、ホームステ
イや姉妹校である地元中学校での体験学習、施設見
学を通して国際理解を深めてきます。
　12月27日、出発前の挨拶で町役場を訪れた派遣生
の皆さんは、深谷町長から「貴重な体験です。文化
の違いや国際感覚をしっかりと学び、帰国後は自分
の体験してきたことを多くの人に伝えて欲しい。体
調に気をつけ、楽しんできて下さい。」との激励を
いただきました。
　１月５日、一行は10時24分発のこまち20号で元気
に雫石駅を出発しました。

☆派遣生代表からのひとこと　……　雫石中学校２年　田中柊里さん（写真後列右から３人目）
　海外派遣という貴重な体験の機会をいただき、多くの方々に感謝しています。ホームステイを通して、生
活習慣や食文化の違い、アメリカの歴史・文化などを学んできたい。また、同年代の人たちとの交流の中で、
日本の文化や岩手県、雫石町のことを伝え、関心を持ってもらえるよう頑張ってきます。

　なお、２月号では「後編」として参加者の体験談などをお伝えします。

①雫石町教育振興運動実践交流会　１月22日㈯開催！
【みんなで教育振興運動を】を合言葉に、お互いの実
践を交流する場として開催します。町の子育てを、「学
校・家庭・地域・行政」のみんなで一緒に考え合いま
しょう！中央公民館を会場に、午後 1時開会します。

②雫石町裸参り　１月23日㈰挙行！
　若者たちが腰みの、横綱、お守りなどの装束を身に
つけ、厳寒の雫石を練り歩きます。
　午後１時、三社座神社前出発予定！永昌寺（下寺）
までの1.2kmをおよそ２時間かけて歩きます。

～世界は一つ　つなぐ交流の輪　夢に向かって羽ばたけ‼　雫中生
雫石中学校海外派遣　アメリカ・ランドルフへ出発！（前編）

派遣生のみなさんと引率の先生
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特 集 ～雫石っ子に思いを馳せて
～雫石町教育振興運動推進協議会の理事さんからのメッセージ～
　今年度組織された雫石町教育振興運動推進協議会の中心となって、21人の理事のみなさ
んが町の教育振興運動を引っ張ってくれています。
　雫石っ子にどんな願いをもって、教育振興運動を進めておられるのでしょうか？今回は、
学校・家庭・地域・行政の立場を代表して、５人の方にそれぞれお話を伺いました。

教育振興運動に関する問い合わせ　社会教育課（692-6590）

みんなで一緒に雫石っ子の未来について考えましょう。

坂下悦雄会長（実践区代表）
　「家庭でしっかりとあいさつできる子は素直で明るい子が多い」と言われています。
朝起きた時、自分から先に「おはよう」とあいさつをしていますか？家族みんなで明
るいあいさつを交わす家庭がしずくいしの町中に増えることを願っています。

上川原寛昭委員（家庭代表）
　今、情報化社会の中で子ども達のコミュニケーション能力が問われています。地域
の中でコミュニケーション能力を育て、地域性をもった大人になってほしいです。そ
のためにも、地域の様々な仕事場などを訪問させ、体験させてみてはどうでしょうか。

小田純治委員（行政代表）
　教育振興運動を通じ、多くの人と体験活動などで関わりをもつことで社会的ルール
やコミュニケーション能力を身につけて力強く生きていくことを望んでいます。

吉田信男副会長（学校代表）
　「おはようございます」「さようなら」と校長室で子どもたちと挨拶を交わし合う毎
日。目を見て、おじぎをして、実に立派です。この子らが大人になったとき、自らの
挨拶をきっかけに多くの人とお付き合いできることを願って「やさしい笑顔がいいね」
「またあした、元気で来るんだよ」と一声かけます。

階　幸男委員（地域代表）
　近年、子ども達を取り巻く社会環境の変化、生活習慣の乱れ、情報の急速な普及な
どの問題が課題となっています。さらに、自然環境の著しい変化によって、その伝達
の難しさが指摘されています。それを踏まえ、子ども達が積極的、自主的に地域の行
事に参加して友達を作ってほしいと思います。
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～家読におすすめ〈 1月のテーマ「♪今年の干支は？」〉　町では『家読』に取り組んでいます～
　今年は兎年。日本では昔から（月でうさぎが・・・）と語り継がれ、とてもなじみの深い小動物です。世界で
も色々なお話の主人公として親しまれていますので、今月はウサギが登場する絵本を集めてみました。

　一緒に遊んでいたしろいうさぎと
くろいうさぎが、いつまでも一緒に
いたいと願って結婚することに！幸
せな２匹をみんなが祝福する素敵な
お話です。
　家族みんなでうさぎの気持ちを想
像しながら読んでみましょう。

　子ウサギのホモイが川でおぼれて
いるひばりの子を助け、宝の珠「貝
の火」をもらいます。貝の火を手に
した後、知らず知らずホモイにおご
りの心が芽生え・・・。
　失敗と反省、そして努力が心を磨
くのだということを、宮沢賢治は伝
えてくれています。

　そのむかし、地上には火がなく、
高い山の上に、天の人が守っている
火がありました。森の動物達は火を
取ってきてくれる動物として、一番
かしこいウサギを選びました。ウサ
ギはうまく地上まで火をもって来る
ことができるでしょうか？

☆しろいうさぎとくろいうさぎ
（ガース・ウィリアムズ／文・絵

松岡享子／訳）　福音館書店

☆貝の火（宮沢賢治・文
　ユノセイイチ・絵）　童心社

☆天の火をぬすんだウサギ
（ジョアンナ・トゥロートン・作

　山口文生・訳）　評論社

乳幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

 教育委員会定例会リポート（12月）
　12月定例会での審議案件はありませんでしたが、委員懇談会では次のようなことについて話し合われました。
①ノロウイルスの発症について
委　今回の発症は、学校保健会でノロウイルスの講
演が行われた直後でもあり、適切な対応がされ感
染の拡大もなく治まりつつある。今後は、消毒の
徹底など、対応の周知徹底を図る必要がある。各
家庭へも周知啓発していかなければならないと思
う。

答　今回は、嘔吐物の処理・消毒による接触感染が
主な原因で、兄弟感染が多かったですが、保護者
の協力のもと検査を行い、感染拡大防止に努める
ことができました。各校へも、対応等周知したと
ころです。

②コンプライアンスの取り組みについて
委　個人情報の流出、交通違反など、コンプライア
ンスに対する取り組みに関しては、まだまだ遅れ
ていると思う。公務員であることの自覚をし、指
導をしなければいけない。処分ももっと厳しさが
あっていいと思う。

答　職員一人ひとりに規範意識が浸透するよう、各
小中学校での自律的・継続的な取り組みの徹底を
お願いするとともに、今後機会あるごとに注意徹
底していきます。

③菊作りについて
委　小学校での菊作り復活の話はないか。以前は、
芸術祭で野菊ホールのロビーを華やかに飾ってい
た。夏休みの水やりが難しく大変だという話も聞
いたが、残念だと思う。
答　菊は町の花でもあり、復活をしたらという話も
あります。復活できるかどうかを含め、今後考え
てみたいと思います。
④全国学力調査について
委　今年度からは抽出による参加のようだが、なぜ
全校実施を行わないのかという声もある。福井・
秋田県は毎年上位に位置するが、今回の視察研修
で福井県の状況は確かに違うと感じてきた。取り
組み方が違うのではないか。何を参考にすべきか、
町としても学ぶ必要があるのではないか。
答　町では、県による学習定着度状況調査を全校実
施し、さらにCRT検査を単独で実施しています。
全国学力調査については、分析が遅く結果の活用
が遅れる場合もあるため、文科省の方針どおり抽
出校の参加としたところです。また、抽出校以外
は自ら集計・分析をしなければならず、教職員の
多忙化が懸念されますが、今後検討したいと考え
ています。福井・秋田県の状況は、学校支援員・
教職有資格者の活用などを先駆的に行ってきた成
果と思われます。

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）

委委　委

委委委委　委

委委　委

委委　委

答　答

答　答

答　答

答　答

佐々木教育委員が再任されました
　町議会12月定例会において、平成23年１月12日に任期満了を迎える町教育委員の佐々木浩子さん（安庭）が再
任されました。任期は、平成27年１月12日までで、３期目の選任となります。
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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

～黒糖まんじゅうをつくろう！
【日　時】①１月23日（日）　②１月24日（月）
　　　　 ①②いずれも10：00～12：00
【場　所】御所公民館
【講　師】長瀬　裕子さん
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】①②いずれも先着12人
【受講料】500円
【申し込み】御所公民館へ１月
19日（水）までにお申し込みく
ださい（受付時間：平日8：30
～ 17：15）。

　いろいろなスポーツを体験して、冬場の運動不足
を解消しましょう！
【期　日】①２月２日（水）　②２月９日（水）
　　　　 ③３月２日（水）　④３月９日（水）
　　　　 全４回・すべて19：00 ～ 20：30
 ＊①～④のいずれかでも、複数でも参加ＯＫ！
【場　所】町営体育館アリーナ・柔道場
【内　容】ソフトバレー・軽体操・筋肉トレーニン
グほか

【講　師】雫石町体育指導委員
【受講料】（①～④何回でも）400円
【対　象】町内在住または勤務の方
【定　員】先着20人
【持ち物】運動できる服装と靴、タオル、飲み物
【申し込み】社会教育課（電話692-6591）までお申
し込みください（受付時間：平日8：30 ～ 17：15）。
当日の申し込みでも参加可能です。

　12月21日から本年度の営業を開始しております。
〈ケッパレランド　概要〉

【使用料】個人：町民無料
　　　　　　　 町外一般200円／小中高生100円
 ＊占用の場合はお問い合わせください。
【営業時間】9：00 ～
【休場日】１月20日以降毎週水曜
【レンタル】クロスカントリー用スキー　1,000円

（ただし数に限りがあります）

　冬期間の健康・体力づくりに、ぜひケッパレラン
ドをご利用ください。
【問い合わせ】ケッパレランド（電話695-2211）

【期　日】２月16日（水）～３月16日（水）
　　　　 毎週水曜・全５回
【時　間】①昼コース　14：00～16：00
　　　　 ②夜コース　19：00～21：00
【場　所】西山公民館
【内　容】Microsoft Word及びExcelの初級
【講　師】伊藤秀典さん
【受講料】1,000円（テキスト代別途）
【対　象】町内在住、または勤務の方
【定　員】①②それぞれ先着10人
　　　　 （定員になり次第締め切ります）
【申し込み】西山公民館で１月24日（月）から受付を
開始します（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。ご希望の方
は申し込み時にご相談ください。

【日　時】１月24日（月）　18：30～20：00
【場　所】御明神公民館
【内　容】ドッヂビー・シャッフルボード・キンボール

ほか
【講　師】星　征一さん（雫石町体育指導委員）
【受講料】無料
【対　象】町内在住、または勤務の方
【持ち物】運動できる服装と靴、タオル、着替え
【申し込み】御明神公民館へお申し込みください（受
付時間：平日8：30～17：15）。当日の申し込みでも
参加可能です。

御所公民館おやつ作り教室 冬期体験スポーツ教室

西山公民館パソコン教室

御明神公民館軽スポーツ教室
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講座・教室実施リポート！
手作りクラブ冬休み編

クリスマスもこもこケーキ　作ったよ♪
　12月25日（土）、中央公民館で開催した手作りク
ラブ冬休み編に、午前午後合わせて35人の子ども
たちが参加しました。
　雫石町食生活改善推進員の皆さんのご指導のも
と、みんな仲良くおいしいケーキを作ることがで
きました。

今年度も収蔵資料のデータベース作成中！
　昨年度、本館展示資料を対象として、資料の撮影を
含むデータベース作成を進めて参りました。
　今年度も、10月から国の緊急雇用対策事業を導入し
てデータベースの作成に取り組んでおります。
　今回は、旧剣道場収蔵資料からスタート、現在は南
部曲り屋に収蔵している資料の写真撮影や計測、入力
作業を行っております。

〈デジタル台帳…こんな感じに出来上がります〉
　事業は３月末までを予定しており、見学に若干のご
不便をおかけする場合がありますが、ご了承ください。

● 1 月～２月の行事予定 ●
【１月】
13㈭ 町教育研究発表会
14㈮ 大村小始業式
17㈪ 中学校始業式
18㈫ 小学校始業式（下長山・西根・御明神）
19㈬ 小学校始業式
 （雫石・七ツ森・上長山・橋場・南畑・安庭）
22㈯ 教育振興運動実践交流会
23㈰ 平成23年雫石町裸参り
24㈪ 教育委員会議
29㈯ 第49回雫石町民スキー大会
 （クロスカントリー競技）
 雫石高校雪上運動会
30㈰ 第 6 回雫石クロスカントリー大会ピノキオカップ
 2011岩手県マスターズスキー雫石大会
 （クロスカントリー競技）

【 2月】
5 ㈯ 第49回雫石町民スキー大会
 （アルペン競技）
6㈰ 雫石第九1,000人コンサート
13㈰ 第 8 回雫石町民劇場
19㈯ ニューイヤー女性フェスタ
25㈮ 教育委員会議

町の歴史文化を知ろう！　～歴史民俗資料館情報
【問い合わせ】692-3942

うまく
生クリームが
できるかなぁ

もこもこに
できあがった
かな？？

出来た生地を
みんなで
わけます

みんな
そろって

いただきます！
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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」スペシャル！ 小学生以上対象「しずくいしおはなし会」

【日　時】１月20日(木)10時30分
【会　場】中央公民館２階　視聴覚室
【プログラム】
・えほん『おなかがすいた』 ほか
・かみしばい『おんぶおばけ』
・パネルシアター『うさぎとかめ』
・こうさく『ならしてあそぶおもちゃをつくろう』

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】１月22日(土)10時
【会　場】中央公民館１階　特別会議室
【プログラム】
・『いなばのしろうさぎ』 …… ふくだ　しょうすけ 作
・『かちかちやま』 …………………… 松谷　みよこ 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！（11/21 ～ 12/20受け入れ分　計73冊）

・ジョシュア・ファイル（３･４） …マリア･Ｇ･ハリス
・バリスタ少女の恋占い

 …クリスティーナ・スプリンガー
・13歳までに伝えたい女の子の心と体のこと

 …………………やまがた　てるえ
・かわうそ３きょうだいのふゆのあさ…あべ　弘士
・ふゆねこ……………………………かんの　ゆうこ
・13歳のシーズン……………………あさの　あつこ
・家元探偵マスノくん……………………笹生　陽子
・ちいさなつきがらす………マーカス・フィスター
・おかあさんはなにしてる？……ドロシー・マリノ
・昔むかしの物語

 …イワナ・ブルリッチ＝マジュラニッチ
・ティモシーとサラ 手づくりケーキコンテスト

 ………………………芭蕉　みどり
・クリスマス物語……………………マルコ・レイノ
・ちょうどいいよ…………………………竹下　文子
・ひとり……………………………………吉本　隆明

● ヤング・児童書 ●

〈１～２月の休館日ご案内〉【１月】17、24、31日　【２月】7、11、14、21、28日

“本のこうかんひろば”開催！
　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６日間です。どうぞご利用ください。

　期　間：2月9日（水）～14日（月）
　場　所：中央公民館１Ｆ　ふれあい広場

※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。

● 一般書 ●

● 小説 ●

・太陽と月の伝説…………………………森村　宗冬
・この母ありて………………………………木村　隆
・奇縁まんだら 続のニ ………………瀬戸内　寂聴
・ハーバードの人生を変える授業

 ……………タル・ベン・シャハー
・太陽ママと北風ママ…………………あき　びんご
・体脂肪計タニタの社員食堂 続 ……………タニタ
・うさぎとマツコの往復書簡… 中村　うさぎ ほか
・無縁社会 NHK「無縁社会プロジェクト」取材班
・いまなんつった？……………………宮藤　官九郎
・告白は12時半、辞表は金曜。

 マーク・ディー・ヴィンチェンツォ
・速記者たちの国会秘録…………………菊地　正徳
・ギネス世界記録2011………クレイグ・グレンディ

・東慶寺花だより………………………井上　ひさし
・エチュード…………………………………今野　敏
・歌舞伎町セブン…………………………誉田　哲也
・風のなかの櫻香…………………………内田　康夫
・地のはてから（上・下） ………………乃南　アサ
・砂の王国（上・下） ………………………荻原　浩
・エステルハ―ジ博士の事件簿
　　　　　　　　……アヴラム・ディヴィッドスン
・真夜中のギャングたち………バリー・ユアグロー
・滅びの花園………………………………赤川　次郎
・冬の童話……………………………………白川　道
・我らが祖母は歌う…………………………瀬川　深
・システィーナ・スカル……………………柄刀　一
・若様組まいる………………………………畠中　恵
・ベスト・アメリカン・短編ミステリ
　　　　　　　　 …ジェフリー・ディーヴァー・編
・シティ・マラソンズ………… 三浦　しをん ほか
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№68 雫石小学校　編～

次回は南畑小学校からの情報をお送りします。

公共施設の活用を通して 雫石小学校　教務主任　小笠原　武

　本校では、２年に１度学習発表会を開催しています。
22年度はちょうど開催の年に当たり、10月30日（土）に行
われました。会場は、中央公民館「野菊ホール」です。
本格的な会場をお借りしての開催です。照明、音響とも
に、学校の体育館では望むべくもないハイレベルな環境
の中、子どもたちは、のびのびと表現することができま
した。
　最初の演目は、開校120周年記念に創作され、今に続
く「青空太鼓」と「さんさ踊り」のコラボです。６年生
17名による勇壮な演奏と優雅な踊りを皮切りに、各学年
の演技が続きます。国語の学習を基にした創作劇あり、
合唱あり、総合学習をまとめた発表ありとバラエティに
富んでいます。そ
して最後は、６年
生による創作劇。
社会科の歴史学習
から学んだことを
もとに、戦争の悲
惨さや平和の大切
さを訴え、会場の
涙を誘いました。

　本校では、他にも「校内マラソン大会」を、町陸上競
技場で、毎年10月に開催しています。陸上競技場の400
ｍトラックをスタートし、野球場周辺を走った後、また
陸上競技場に戻りゴールします。トラックを周回した後、
いったん姿の見えなくなったランナーたちがしばらくし
て競技場に帰ってくる。スタンドで待つ保護者応援団は
「いったい今年は誰が一番で戻ってくるのか？」固唾を
呑んで待っている。さながら本格的なマラソン競技のよ
うな様子です。保護者の総務部の皆さんにも「監察」を
お願いし、子どもたちの安全面でのサポートも安心です。
　このように、学校行事を地域の公共施設をお借りして
実施することで、子どもたちの公共施設を利用する際の
マナーを学習する良い機会ととらえています。また、身
近にある公共の施設を通して地域を理解し、地域に愛着
をもって生活していく雫小の子どもたちを育てていきた
いと考えています。

　この学習発表会は、当日だけでなく、練習や予行も野
菊ホールをお借りして行います。県内の他の地域を見回
しても、本格的な劇場でこのように学習発表会を開催し
ている小学校はなかなかありません。子どもたちにとっ
て本物のステージに立ち、スポットライトを浴びるとい
う、非常に貴重な体験になっています。

　雫石小学校３年生78人が、思いやりの心を育む事をねらいとして、
ユニバーサルデザインに関する総合学習を行いました。
　ユニバーサルデザイン推進委員・雫石商工会女性部UD倶楽部・
雫石町が指導者となって、11月19日から12月15日までの５回、計20
時間にわたり学習しました。学習した内容は、白 や車イスを使用
してのキャップハンディ体験や、自分が妊婦等の駒になりゴールを
目指す体験型すごろく、商店街を歩いてユニバーサルデザインマッ
プを作成するなど、さまざまな体験学習を行いました。
　坂本佳那さんは、『車イスでの生活はすごく大変だとわかった。
車イスだけでなく、病気の人などを見かけたら手伝ってあげたい。』
と、感想を話していました。

思いやりの心を育む ～雫小ユニバーサルデザイン総合学習を実施
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広報「教育しずくいし」２月号は　 2月10日（木）発行です。

● あとがき ●
　年末の大雪は本当に大変でしたね。ところで、晴れ間が見
えるといつの間にか可愛い鳥が庭に来ますが、大雪の時、鳥
や動物はどうやって雪をしのいでいるんだろう？といつも気
になります。（A）

　昨年は12月28日に「体調不良」で通院・点滴。ある意味「健
康のありがたみを実感する」年末となりました…。そう言え
ば、一昨年は12月27日に「石」で通院、その前の年は12月29
日に病院に行ったなぁ。年末＝病院が定着か？困った（Yasu）

雫石第九 1000人コンサート
❷雫石町民音楽祭　四半世紀記念

　雫石第九合唱団は、しずくいし混声合唱団員を中心
に、一昨年秋に町内外からメンバーを公募して結成さ
れました。町民音楽祭の活動開始から四半世紀を迎え
ようとしている平成23年に新たな一歩を記し、ベー
トーヴェン作曲の交響曲第九番～合唱付～を演奏しま
す。
　☆第一部…雫石町民音楽祭演奏交流
　☆第二部…ベートーヴェン交響曲第九番
　　　　　　二短調「合唱付」作品125
【日　時】２月６日（日）
　　　　 13：00開演（12：30開場）
【場　所】雫石町中央公民館・野菊ホール
【入場料】全席自由
　　　　 前売/大人1,000円（当日1,500円）
　　　　 前売/中・高生500円（当日800円）
　　　　 ＊小学生無料　＊無料託児室を設置します。
【入場前売券取扱場所】中央公民館・各地区公民館・
カワトクプレイガイド・アネックスカワトク

【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

❶第８回雫石町民劇場・伝説「十石杉」より　　　竜
りゅう

川
が

の川
か

流
な が

し
　なんの変哲もない一本の杉の木の苗になぜか強く心を引きつけられる村娘「おみよ」。木と人間の不思議な縁
をめぐり奇跡が起きる…
　ただ今公演に向け猛稽古中！稽古の成果をぜひ、当日ご鑑賞ください！前売券絶賛発売中‼

【日　時】２月13日（日）
　　　　 午前の部　10：00開演（9：30開場）
　　　　 午後の部　15：00開演（14：30開場）
【場　所】雫石町中央公民館・野菊ホール
【入場料】前売（全席指定）

Ｓ席　1,200円（当日1,500円）
Ａ席　1,000円（当日1,200円）
Ｂ席　　500円（当日　800円）

【入場前売券取扱場所】
 雫石町中央公民館・町内各地区公民館
【お問い合わせ】中央公民館（692-4181）

２月・３月は野菊ホールで文化事業めじろ押し！

中央公民館 1階ロビー ふれあい広場展示のご案内

★菊地　悠 油彩画展★
1 月24日（月）まで開催！どうぞご来場ください。

❸毎年恒例　民謡・民舞の祭典！
第19回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり

【日　時】3月6日（日）
　　　　 12：00開演（11：00開場）
【場　所】中央公民館　野菊ホール
【入場料】全席指定（当日券は500円増）
　 Ｓ席2,000円　Ａ席1,500円　Ｂ席1,000円
【前売券】中央公民館及び各地区公民館で、
　 1月20日（木）から販売開始！良い席はお早めに！
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

熱のこもった稽古のようす
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