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雫石っ子の未来を「学校・家庭・地域・行政」のみんなで一緒に考え合おう！

　今年度の実践交流会は、【みんなで教育振興運動を】を合言葉に、野菊ホールを
会場として開催されました。会場には、PTA会員、行政区長など地域の方々、町
議会の教育民生常任委員、教育委員、社会教育委員のみなさんなど400人を超える
参加者が集まり、これからの町を担う子ども達をどう育てていけばいいのか、各実
践区の発表を聞きながら考える絶好の機会となりました。

平成22年度 雫石町教育振興運動実践交流会 ～１月22日（土）

　各実践区の発表に先立ち、今年度も共通課題で取
り組んだ「家読」の標語コンクール入選者の表彰が
あり、児童12名が表彰されました。

　その後、まず実践区の取り組みの成果として、「地
域から学んだ西根さんさ」と題し、西根小学校の全
校児童による西根さんさのステージがありました。

　今回は、西根小学校実践区、七ツ森小学校実践区、
雫石高校実践区の３実践区から、それぞれの実践区の
課題に沿った特徴ある活動内容について、保護者と児
童生徒も協力し合いながらの発表が行われました。

　各実践区の発表終了後、
岩手大学名誉教授である船
越昭治氏を講師にお迎え
し、「地域のよさを子ども
達に伝えよう」と題した講
演会を行いました。

教育振興運動に関する問い合わせ　社会教育課（692-6590）

　地域のよさとして＜美しい郷風と気質＞を取り上げた船越先生の講演からは、雫石っ子にそのことを、自信
をもって伝えていくことが大人の仕事であると感じました。町内16の実践区と地域の皆さんが一堂に会しての実
践交流会は、「地域みんなで子育てを」の熱気が感じられる、充実した会になりました。

親子して　本読むすがた　似ているな （小赤澤　涼　橋場小 5年）
平成21年度家読標語コンクール　入選作品　
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特 集 ～雫石っ子の学力は？
～平成22年度学習定着度状況調査から見える雫石の子ども（前編）～

　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。

Ⅰ　教科の調査について（小４・小５）
　１　22年度正答率（％）

学 　 年 ４年生 ５年生

教 　 科 国語 算数 国語 算数

正 答 率 66.6 71.9 64.0 66.6

　２　今後高めることが必要な力は？
　　　　・国　語　…　「書くこと」の力
　　　　・算　数　…　「量と測定」、「数量関係」の力

３　分析結果の活用について
　各学校では、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（「○○タイム」や「個別指導」での弱点補強）、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。

【問い合わせ】学校教育課（692-6577）

＜調査問題の例とポイント＞

なお、３月号では、後編として「Ⅱ　質問紙調査について」お伝えする予定です。

　「書くこと」と、「読むこと」「話すこと・聞くこと」の力のアップはつながっています。子どもに考えを持
たせる場をつくりましょう。そして、その考えや、考えに至った理由を話させましょう。考えと理由が混在し
ないよう、意識させることが大切です。

ちょっと一言　………　地域や家庭でできる　国語「書くこと」の力のアップ！！

問　　題

１　どの係になるかを決めている二人の会話文を読む。
（６行）
２　二人のどちらの意見に賛成か、自分の考えをもつ。
３　以下の条件で書く。
　①　121字以上180字以内で書く。
　②　２つの段落で書く。
　③　１つ目の段落には、どちらの意見に賛成か、立場

を書く。
　④　２つ目の段落には、なぜその意見に賛成なのか、

理由を書く。

ポイント

Ａ．会話文を読み取る。
Ｂ．自分の考えを明確にする。
Ｃ．その理由を考える。
Ｄ．条件に合わせて書く。

☆もしポイントＢ・Ｃでつまずいていたなら
ば、この問題には答えることができません。答
えは「書くこと」という領域での結果となりま
すが、その前に、自分の考えをもち、さらには、そ
の理由を言えることが大切になってくるのです。
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ミニ特集

～家読におすすめ〈２月のテーマ「♪オニはそとー、ふくはうちー」〉～
　今年は２月４日が立春、その前日は節分。節分の豆まきは春を呼ぶ季節行事です。豆まきといえば鬼。怖くて
恐ろしい存在として登場しますが、絵本ではどうでしょうか。今月はオニさんを取り上げました。

　ひがらやまに住んでいるちびおに
は、人間のまちに行きたくて、お母
さんに長靴と手袋・ぼうし・上着を
着せてもらって出かけます。
　ふもとの幼稚園で楽しそうに遊ん
でいる子どもたちと一緒に遊んでい
ると泣き声が…。

　ある日、万年杉の巨木にしがみつ
いた青鬼が皮を脱いで赤鬼になるの
を見た怠け者の与助。青鬼のオニが
らをかぶって村人を脅かし、食べ物
などを奪ってごきげんになります。
ところが、そのオニがらを脱ごうと
しても脱げなくなってしまい…。

　オニタはとてもやさしい気のいい
おにでした。節分の晩にお腹をすか
せた女の子にごちそうを持っていっ
たのに、「豆まきがしたいなー」と
言われてしまって…。
　豆まきで追い出される鬼たちの哀
しさをしずかに訴えています。

☆ちびっこ　ちびおに
（あまんきみこ・文／
　わかやまけん／絵） 偕成社

☆鬼がら
（たかしよいち・作／
　斎藤博之・絵） 岩崎書店

☆おにたのぼうし
（あまんきみこ・文／
　岩崎ちひろ／絵） ポプラ社

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（１月）
　１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成人式について
委　成人者代表の誓いの言葉も、話を聞く新成人の
姿勢も立派だった。ただ、恩師の出席が少なくて
残念だった。メッセージを頂きお知らせするなど
の工夫があっても良いのではないか。保護者や家
族の方々の出席が多くとても良い成人式だった。
　　実行委員会による運営も定着してきました。今
年も、全体的に落ち着いた雰囲気で行うことがで
きたと思っています。

②教育振興運動実践交流会について
委　今年の実践交流会は素晴らしかった。講師の船
越先生からも高い評価をいただいた。改善が必要
なところ、また、良いところはどう伸ばしていく
か検討し、充実・強化を図り、どんどん盛り上げ
て、将来的には「教育のつどい」のようなものに
していければよいと思う。
　　今年は大成功だったと思っています。成功のカ
ギは地域が握っていると考えますので、今後は学
校関係者だけでなく、地域からもっと参加しても
らえるように検討していきたいと思います。

委委　委 委委　委

　答
　答

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）

　今年度から、町の歴史や文化を学習できる拠点の整備に取り組ん
でいるこの事業、これまで開催した会議をもとに、現在、基本構想
の内容に関する検討を行っています。
　来月初旬には、下記のとおり第４回の会議を開催する予定です。
会議は公開といたしますので、関心のある方は事前にお問い合わせ
ください。

＜第４回プロジェクトチーム会議＞
【日　時】３月３日（木）　午後２時～　＊予定
【場　所】雫石町役場　２階　201号会議室
【内　容】拠点整備基本構想の内容詳細に関する検討

～重点事業「歴史と文化の学習拠点整備事業」

問い合わせ　社会教育課（692-6590）
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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

①手打ちうどんをつくろう！
【日　時】２月27日（日）10：00～13：00
【講　師】長瀬　裕子さん
【対　象】町内の小学生
【定　員】先着20人
【受講料】500円
【申し込み】御所公民館へ２月24日（木）までにお申
し込みください（受付時間：平日8：30 ～ 17：00）。

②肉まんをつくろう！
【日　時】①３月13日（日）　②３月14日（月）
　　　　 ①②いずれも10：00～12：00
【講　師】長瀬　裕子さん
【対　象】町内在住、または勤務の方
【定　員】①②それぞれ先着15人
【受講料】500円
【申し込み】御所公民館へ３月10日（木）までにお申
し込みください（受付時間：平日8：30 ～ 17：00）。

【日　時】２月21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

　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】①３月２日（水）　②３月９日（水）
　　　　 ①②いずれも19：00～20：30
 ＊①②のいずれかでも、両方でも参加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】（①～②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。

冬期体験スポーツ教室

御明神公民館軽スポーツ教室

2011雫石町男女共同参画町民公開講座
「じょじょ（女女）に進む　だんだん（男男）広がる　共同参画」
【主　催】雫石町男女共同参画サポーターの会
【日　時】３月12日（土）　13：00～16：00
【場　所】中央公民館
【参加料】無料　
【内　容】①男女共同参画に関するビデオ学習と解説

②トーク「自分らしい生き方を求めて」
　＊町内３名からの事例を報告します。
③昔話　～いにしえの雫石を知る

【その他】無料託児所も用意しています。
【問い合わせ】社会教育課（692-6590）
または同会事務局（佐々木・692-3327）まで

雫石町女性のつどい2011
　男女共同参画社会の確立を目指し、住みよい地域づ
くりと女性の地位向上を図ることを目的に、町の女性
５団体が主催となって開催します。一般参加も歓迎！
【主　催】雫石町女性５団体連絡会

（雫石町婦人会・JA新いわて女性部雫石中央
支部・雫石商工会女性部・母子寡婦協会雫石
支部・雫石町交通安全母の会）

【日　時】２月19日（土）　13：00 ～ 16：00
【内　容】①町長からの町政講話

②演舞（七ツ森小学校）
③口笛演奏（高橋良和氏）
④小原薫氏の講演「その一食、美味しく
食べていますか？」

【場　所】中央公民館　野菊ホール
【入場料】500円
【問い合わせ】社会教育課（692-6590）
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● ２月～３月の行事予定 ●
【 2月】
13日㈰ 第 8 回雫石町民劇場
19日㈯ 雫石町女性のつどい
24日㈭～26日㈯
  2011全日本ジュニアスキー選手権大会

アルペン競技・種目　スーパー大回転
  兼「世界アルペン開催記念」第18回全日

本選抜ジュニアスキー選手権大会
25日㈮ 教育委員会議
26日㈯～27日㈰
  第25回雫石町長杯中学校バレーボール

大会
【 3月】
１日㈫ 雫石高校卒業式
７日㈪ ことばの教室修了式
13日㈰ 中学校卒業式
18日㈮  小学校卒業式（雫石・七ッ森・上長山・

下長山・西根・御明神・南畑・安庭）
19日㈯ 橋場・大村小学校卒業式
25日㈮ 教育委員会議

〈〈〈各種スポーツ大会の結果報告！〉〉〉
①第49回雫石町民スキー大会（クロスカントリー競技）　～１月29日（土）　　＊氏名（学校名）の紹介

②第６回雫石クロスカントリースキー大会ピノキオカップ　～１月30日（日）
　　＊氏名（所属スポ少名）の紹介（雫石町所属・３位まで）

部　門 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位
小学１・２年

女子
細川　美衣菜
（南畑）

桐山　はる菜
（上長山）

藤本　妃香里
（大村）

村田　美月
（大村）

高橋　未来音
（大村）

宮林　沙羅
（大村）

小学１・２年
男子

吉田　悠二
（大村）

古川端　晴輝
（御明神）

高橋　麗也
（御明神）

田沼　虎亜
（御明神）

小学３・４年
女子

藤本　真澄
（大村）

細川　雅
（南畑）

高橋　杏美
（南畑）

藤村　佳奈
（御明神）

上中屋敷佳澄
（御明神）

上川原　遥
（御明神）

小学３・４年
男子

高橋　慶安
（雫石）

若松　貴哉
（南畑）

小坂　辰明
（御明神）

村田　涼輔
（大村）

高藤　成作
（南畑）

高畑　拓実
（上長山）

小学５・６年
女子

高橋　朱凛
（南畑）

町場　杏里
（御明神）

川口　美波
（南畑）

松ノ木　千穂
（御明神）

上中屋敷奏穂
（御明神）

新里　香歩
（御明神）

小学５・６年
男子

林尻　剛
（御明神）

田辺　凌
（御明神）

高橋　恵人
（大村）

米田　宗司
（御明神）

桐山　大輝
（上長山）

橋本　創
（御明神）

中学女子 藤本　礼香里 高畑　椋
成年Ⅱ部男子 木村　民二
小学男子リレー 御明神小Ａ 大村小 御明神小B
小学女子リレー 南畑小 御明神小Ａ 御明神小Ｂ
小学生総合 御明神小 南畑小 大村小

≪小学１年女子≫
【優　勝】桐山　はる菜（大村スポ少）
【第２位】村田　美月（大村スポ少）
【第３位】高橋　未来音（大村スポ少）
≪小学２年女子≫
【優　勝】藤本　妃香里（大村スポ少）
【第２位】細川　美衣菜（大村スポ少）
≪小学２年男子≫
【第２位】古川端　晴輝（御明神ＸＣスポ少）
≪小学３年女子≫
【優　勝】高橋　杏美（南畑スポ少）
【第２位】上中屋敷　佳澄（御明神ＸＣスポ少）
【第３位】上川原　遥（御明神ＸＣスポ少）
≪小学４年女子≫
【優　勝】藤本　真澄（大村スポ少）
【第３位】細川　　雅（南畑スポ少）
≪小学４年男子≫
【優　勝】高橋　慶安（大村スポ少）
【第３位】村田　涼輔（大村スポ少）
≪小学５年女子≫
【優　勝】高橋　朱凜（南畑スポ少）
≪小学５年男子≫
【優　勝】田辺　　凌（御明神ＸＣスポ少）
【第２位】桐山　大輝（大村スポ少）
【第３位】米田　宗司（御明神ＸＣスポ少）

≪小学６年女子≫
【第２位】川口　美波（南畑スポ少）
≪小学６年男子≫
【優　勝】林尻　　剛（御明神ＸＣスポ少）
≪中学１年女子≫
【第２位】藤本　礼香里（雫石中）
【第３位】高畑　　椋　（雫石中）
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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】２月17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『くろねこかあさん』 ほか
・かみしばい『ころりおにぎりできあがり』
・パネルシアター『ねずみくんのながいパン』
・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！

【日　時】２月26日(土)10時
【会　場】中央公民館１階　特別会議室
【プログラム】
・『風切る翼』…木村　裕一・黒田　征太郎 著
・『せかい１おいしいスープ』

…マーシャ・ブラウン さく
　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！（12/21 ～ 1/20受け入れ分　計127冊）

・レイトン教授と幻影の森…………………柳原　慧
・１/12の冒険 …………………マリアン・マローン
・アンネの木………イレーヌ・コーエン＝ジャンカ
・へんしんだいずくん……………………中山　章子
・盲導犬になれなかったスキッパー……藤崎　順子
・つるばら村のレストラン……………茂市　久美子
・さらば、シッコザウルス………………服部　千春
・なぞの少年……………………イワン・クーシャン
・死のほん………………ペニラ・スタールフェルト
・シカゴよりとんでもない町…リチャード・ペック
・ホスピタルクラウン・Ｋちゃんが行く
　　　　　　……………………………あんず　ゆき
・落語でわかる江戸のくらし（１～５） …竹内　誠
・おばけのアッチ ほっぺたぺろりん …角野　栄子
・NHK「スポーツ大陸」３
　　　　　　……… NHK「スポーツ大陸」制作班

● ヤング・児童書 ●

〈２～３月の休館日ご案内〉【２月】14、21、28日　【３月】7、14～24、28日

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15日（火）～３月24日（木）

〈期間中のご注意〉
①本の貸出・予約等はできません。
② 期間中の本の返却は、図書館玄関横の“ブッ
クポスト”に図書のみを入れてください。

● 一般書 ●

● 小説 ●

・前　世～人生を変える…………………江原　啓之
・親が死ぬまでに聞いておきたい45のこと
　　　　　　………………………………米山　公啓
・あなたの「町内会」総点検……………佐藤　文明
・宇宙家族ヤマザキ………………………山崎　大地
・よくわかる省庁のしくみ…………………林　雄介
・十二支開運魚ちゃんの「お魚占い」 ……魚ちゃん
・99人の小さな転機のつくりかた
　　　　　　……『ビッグイシュー日本版』編集部
・日本通…………………………… 渡部　昇一 ほか
・カロリーひかえめ夜９時ごはん……植木　もも子
・地獄の沙汰も美女次第…………………林　真理子
・今日からはじめる男の家事……………阿部　絢子
・そして、僕はOEDを読んだ ……アモン・シェイ
・やさしくわかる数学のはなし77………岡部　恒治

・男嫌いの姉と妹…………………………佐藤　雅美
・白いしるし………………………………西　加奈子
・蕃東国年代記………………………………西崎　憲
・迷子石……………………………………梶　よう子
・マリアの涙…………………ピーター ･シャビエル
・名　声………………………ダニエル・ケールマン
・Ｙ氏の妄想録………………………………梁　石日
・烙　印……………………………………天野　節子
・PRIDE（IWGP･10） …………………石田　衣良
・モルフェウスの領域………………………海堂　尊
・沈みゆく人…………………………………眉村　卓
・夜は終わらない…………ジョージ・ペレケーノス
・下町ロケット……………………………池井戸　潤
・つるかめ助産院……………………………小川　糸
・史上最強の内閣……………………………室積　光
・最初の哲学者………………………………柳　広司
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№69 南畑小学校　編～

次回は上長山小学校からの情報をお送りします。

かしこく元気な南畑っ子に！　 南畑小学校　副校長　石橋　すみ子

　今年度から学力向上を目指し、毎日、昼休み後の５分
間、「ステップアップタイム」の時間に、国語と算数の
ドリルを使って復習を中心に取り組んでいます。「５分
間、無言で取り組む」を合言葉に、月・水・金曜日は算
数ドリル、火・木曜日は国語ドリルを１ページずつ復習
しています。時間内で１ページをやり終えるために、子
どもたちは開始時刻を守って会場の三ツ葉ホールに集合
します。やり終えた子どもから、会場にいる採点者（担
任外）に採点してもらいます。以上の取り組みにより、
学習内容の定着が図られるとともに、集中力や時間に対
する意識も育ってきています。

　また、業間時間を活用した「はつらつタイム」にも取
り組んでいます。これは、子どもたちの体力向上を目指
したものです。毎日３分間、校庭を走ります。雨の日に
は、体育館の中を走ります。走り終えた子どもたちは、
がんばりカードにシールを貼ります。猛暑にも負けず毎
日がんばり続け、ゴールである４枚目のカードに進んだ
子どもは、全校の三分の二となりました。
　11月からは、体育館での「３分間縄跳び」に取り組ん
でいます。前回し跳び・交差跳び・二重跳び等、いろい
ろな技を練習した後、最後の１分間は持久跳びを行って
います。

☆教育委員会諮問機関　委員を公募します

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇公募する委員名と職務◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇募集要領◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

　町教育委員会では、3月31日をもって諮問機関の委員の任期が満了となることに伴い、委員の一部を次
の内容で公募します

【募集人員】それぞれ1人
【応募資格】以下の資格をすべて満たす人
①雫石町に住所を有し、20歳以上であること。
②平日開催の会議に出席できること（年2回程度）。
③町の他の付属機関等の委員になっていないこと。
【任　　期】委嘱した日から2年間
【応募方法】ハガキに希望する委員名、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を明記し提出してください。
【その他】応募者多数の場合は、選考または抽選と
します。また、必要に応じ、応募の動機や経歴、
活動実績などの資料提供をお願いすることがあり

ます。
【提出先及び締切】
☆公民館運営審議会委員（3月18日（金）必着）
〒020-0555　雫石町上曽根田114番地
　雫石町中央公民館あて
☆社会教育委員（3月22日（火）必着）
〒020-0595　雫石町千刈田5番地1
　雫石町教育委員会あて

【問い合わせ】
☆公民館運営審議会委員…中央公民館（692-4181）
☆社会教育委員…社会教育課（692-6590）

－ 雫石町公民館運営審議会委員 －
【職　務】
・館長の諮問に応じ、公民館における各種事業
の企画実施について調査審議を行う。

－ 雫石町社会教育委員 －
【職　務】
①社会教育に関する諸計画を立案する。
②会議を開き、諮問に応じ意見を述べる。
③職務を行うために必要な研究調査を行う。
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広報「教育しずくいし」３月号は　３月10日（木）発行です。

● あとがき ●
　今年は国際森林年。山が周りに多いので何となく安心して
しまいますが、今、森林がどんな状況なのか？今後は？…岩
手には森林づくりの取り組みもあるし、本当はもっと多くの
機会を通じていろいろ知りたいなあと思います。（A）

　暦の上ではもう春到来！去年の節分で、鬼の面を見ただけで
大泣きしていた娘（当時1歳）も、今年は恐れることなく、自分で
お面を付けたいとも言ってきます。月日の経つのはもちろん、
子どもの成長は本当に早いなあ…と、しみじみ感じます。（Yasu）

＜お知らせ＞～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！（後編）は3月号に掲載します。

自信をもたせ、自立を促す　～どんぐり広場～　適応指導教室を開設しています

　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４日（金）～６日（日）
　　　　 9：00～17：00
【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

【問い合わせ】御所公民館（692-2214）

『それいけアンパンマン　ブラックノーズと魔法の歌』
　暗闇の森で闇の女王ブラックノーズに育てられた
ヒナ鳥の化身カーナは、ある日ブラックノーズの命
令でアンパンマンワールドに降り立ち、暗闇の笛を
吹いて人々から幸せな気持ちを奪ってしまいます。
真っ暗闇になった世界にアンパンマンが立ち向かう！
【日　時】３月20日（日）10：00上映
　　　　 （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月16日（水）から中央公民館及び各地区公民館
で入場券の販売及び整理券の配布を行います。
【問い合わせ】中央公民館

御所公民館手作り展 ふれあい名画劇場

第19回雫石町ふるさと民謡舞踊まつり
第27回岩手山ろくファミリーマラソン

参加者募集中
【期　日】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発売中！
　　　　良い席はお早めに！
【問い合わせ】中央公民館（692-4181）

【開催日】５月15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
のいずれかの方法でお申し込みください。
【締　切】３月31日（木）
【問い合わせ】社会教育課（692-6591）

①生活リズムを整え、自立心を育てる。
②体験活動を通して自分の良さに気づかせる。
③学力に対する不安を軽減させる。

④運動を通して体力をつける。
⑤学校・家庭・教室の連携を図る。

　学校教育課では、長期にわたって小・中学校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軽減のため、主に教育相談員が中心となって次のような
活動・支援をしています。

　どんぐり広場では、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）


