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本の世界　一日十分　行ってきます！ （高畑　椋　雫石中 1年）
平成21年度家読標語コンクール　入選作品　

　 1月５日雫石を出発し、10日間の日程でアメ
リカ、ランドルフを訪れた派遣生は、多くの人
たちとの深い交流と大きな思い出を胸に、無事
雫石に帰ってきました。
　帰国後、２月18日に雫石中学校第一体育館に
おいて、深谷町長、町議会教育民生常任委員、
町国際交流協会、保護者の方々をお招きして報
告会が行われました。

　10名の生徒が、ホームステイ先での生活や中学校を訪問した
際の文化交流の様子などについて報告。報告は、写真やビデオ
を交えながら行われ、「言葉の壁があって心配したけど、ホス
トファミリーが優しくて良かった」「また行きたい」「貴重な体
験ができた」「日本との生活習慣や文化の違いに戸惑った」「自
分の未熟さを知り、もっと勉強しなければと思った」「ホスト
ファミリーや派遣事業に関係する人たちに感謝している」など
生徒一人ひとりから発表があり、充実した活動内容が伝わって
きました。
　深谷町長から
は、「今回海外派
遣でチャレンジし
てきた気持ちを忘

れずに今後の学校生活に生かして下さい。中学生という多感な時期
にこのような経験をしたことは将来にきっと役立つことと思いま
す。」と講評をいただきました。
　短期間ではありましたが、生徒達はアメリカの歴史や文化に直接
触れ、アメリカのすばらしさを実感するとともに、改めて日本・雫
石のよさを再発見することができたようです。

～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（後編）
雫石中学校海外派遣　ありがとう　ランドルフ　１月５日～14日
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特 集 ① ～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（後編）～

　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
て行われた学習定着度状況調査について、今月は先月の前編「Ⅰ　教科の調査について」に続き、後編として「Ⅱ　
質問紙調査について」の概要の一部を報告します。

問い合わせ　学校教育課（692-6577）
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Ⅱ　質問紙調査について
1 ．「家庭学習」についての調査結果と考察（21・22年度の、雫石町の中学 1年生の比較）

２．「夢や目標」についての調査結果と考察（22年度、小学５年生・中学２年生の雫石町と岩手県の比較）

「学校の授業以外で、1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）

「あなたは、将来の夢やなりたい仕事
などの目標をもっていますか」

　岩手県全体の結果と比べてみると、夢や希望を
もっている子どもたちが多いということが見て取れ
ます。家庭や地域、学校での「生き方」教育の成果
の一つととらえることができます。
　子どもたちと夢や目標について語りながら、その
実現のためにできることを共に考え、子どもたち、
学校、家庭、地域で協同していくことがこれからも
大切になっていきます。

　左記のグラフから、昨年度と比較し、家庭学習の時間が大幅に増加し
ているのが見てとれます。
　小・中学校ともに、家庭学習の内容の充実、授業との連動等について
実践研究を継続しています。その成果の表れととらえています。岩手県
全体の結果と比較するとまだ不足している状況ではありますが、改善さ
れてきています。
　家庭学習は時間だけの問題ではありませんが、充実した内容を長い時
間継続させることは、学習の理解や定着には不可欠な要素です。これか
らも、学校と家庭・地域とが同一歩調で、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こと
が大切です。

 教育委員会定例会リポート（２月臨時会・定例会）
決定事項編　　～以下の議案が承認されました～

（２月臨時会）
・雫石町教育委員会委員の辞職に関し同意を求めることについて
　…議案承認により、沼尻委員長が退任されました。
（２月定例会）
１．教育長の人事に関し議決を求めることについて　…議案承認により、吉川教育長が選任されました。
２．委員長の選挙について　…新委員長に、杉村委員が選任されました。
３．学校職員の人事異動の内申に関し議決を求めることについて
４．平成23年度雫石町教育施策の方針と重点について
５．教育委員会の事務事業に関する点検・評価に関し議決を求めることについて

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）
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特 集 ② おらほの教振
５者による取り組みと地域への広がりが…　～新たなスタート、平成22年度の取り組みを振り返る～

　町内16実践区での活動がしっかりと展開し、 1月の交流会には400人が集い、今年度の
教育振興運動が締めくくられました。
　今年度の成果を踏まえ、さらに地域ぐるみで雫石っ子の健全育成を考えて実践を進める
運動となるよう、取り組みを進めていきます。

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〈３月のテーマ「♪春を見～つけた！」〉～
　あちこちで春の足音が聞こえてきます。春を見つけに出かけましょうか♪
　今月は、待ち遠しい春を取り上げました。

　ちょっぴり早く目覚めたテントウ
虫が主人公。「お～い、早く起きな
よ～」と、かたつむりさん、ちょう
ちょさん、花さん達に声をかけます。
やがて、本当に春がやってきてみん
な大喜び！美しい観察写真がすてき
な絵本です。

　林のそばの道で、５人の男の子と
お母さんを乗せた松井さん、なの
花橋の近くの幼稚園まで走ります。
（ようちえんを見学に来たので帰り
も…）と言われ待っていると、幼稚
園の楽しさに男の子達のお尻からこ
げ茶色のものが…。

　ぴちゃぴちゃぴてぴて、しずくが
うれしそう。外に出ると小鳥たちが
川が、風が、（いいことあるよ～）
と踊っています。いいことってどん
なことなのかなとあっちこっちをさ
がしてさがして…。

☆はるをさがしに
（久保秀一・写真／七尾　純・文）

　　　偕成社

☆春のお客さん
　（あまんきみこ・作／

　北田卓史・絵）　ポプラ社

☆いいことって　どんなこと？
（神沢利子・作／片山　健・絵）

　　福音館書店

乳幼児向け 小学校低学年向け 小学校高学年向け

１　実践区で子ども達を取り巻く環境の分
析（５者の協議で）

２　共通課題「読書大好き雫石っ子」の継
続（家読の推進）

３　地区子育て講演会の開催
　（地区公民館での開催）
４　雫石町教育振興運動実践交流会の開催
（地域からの参加）
５　教育振興運動の周知
　（情報の発信）

◎児童生徒の現状から、町としての重点を絞り込むこと　◎読書推進と合わせて「挨拶運動」に取り組むこと
◎実践区の活動をリードする人材を育てること　　　　　◎教育振興運動への町民の理解をさらに深めること

　教育振興運動は、〔みんなで考え、みんなで取り組む〕実践活動です。雫石っ子の子育ち環境の浄化に向け、積極
的に子ども達とかかわっていきましょう。実践区の取り組みにも注目してください。

1　①各実践区で子ども達のよさや課題を話し合いました。
②５者（子ども・学校・家庭・地域・行政）の話し合いが増えてき
ました。

２　①家庭での読書に関わって、多様な取り組みが展開されました。
②第４回親子読書のつどいを開催し、読書推進の交流ができました。

３　７月に子育て講演会を開催、昨年度よりも多くの参加者が　集いま
した。

４　交流会では、西根さんさの発表や３実践区からの報告、公演会に、
実践区から250人、地域から70人の参加がありました。

５　「教育しずくいし」に連載する形で実践区の活動の様子などを紹介
できました。

22年度の取り組み目標

次年度の課題

主な取り組みの成果
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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

　３Ｂ体操をご存知ですか？３Ｂ体操とは、ボール・ベル・ベルターという用具を運動の助けとして使用し、
すべての動きを音楽に合わせ行う健康体操のことです。幼児から高齢者までがそれぞれのレベルにあった体
操をすることができます。今回はおおむね50歳以上の方を対象として開催！みなさんの参加をお待ちしてい
ます。
【日　時】３月25日（金）13：30～15：00
【場　所】雫石公民館　会議室
【講　師】（社）日本３Ｂ体操協会　岩手県支部
【対　象】町内在住又は勤務で概ね50歳以上の方
【定　員】先着25名（定員になり次第締切）

【参加費】無料
【持ち物】室内用シューズをお持ちください。
　（用具はすべてこちらで用意いたします。）
【申し込み】３月22日（火）～24日（木）までに雫石公
民館にお申し込みください（平日８：30 ～ 17：15）。

雫石公民館３Ｂ体操教室

空いている時間を使って、気軽に筋力＆体力をアップさせましょう！
《１期》 《２期》

【期　　　日】
４月12日（火）開講
６月21日（火）まで毎週火曜・全10回
＊５月３日（火）は除きます。

４月14日（木）開講
６月23日（木）まで毎週木曜・全10回
＊５月５日（木）は除きます。

【時　　　間】 10：00～11：30 ①午前の部：10：00～11：30
②夜間の部：19：00～20：30

【場　　　所】 町営体育館

【内　　　容】 マシントレーニング・バランスボール・チューブトレーニングなど、体力や年齢に応じたプログラムの作成と実践
【講　　　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】 町内在住の方・先着10人 町内在住の方・①②それぞれ先着10人
【受　講　料】 2,500円（施設使用料・保険料含む）

【申 し 込 み】 ３月18日（金）～25日（金）までに町営体育館へ電話でお申し込みください。
（受付：８時30分～）

ゴールデンエイジにいろいろな運動を体験しましょう！
《１期》 《２期》

【期　　　日】
４月12日（火）開講
６月21日（火）まで毎週火曜・全10回
＊５月３日（火）は除きます。

４月14日（木）開講
６月23日（木）まで毎週木曜・全10回
＊５月５日（木）は除きます。

【時　　　間】 16：30～18：00
【場　　　所】 町営体育館

【内　　　容】 バランスボール・マット運動等いろいろなスポーツ体験（陸上・サッカー・バドミントン・ティーボール・バスケットなど）
【講　　　師】（財）雫石町体育協会スタッフ
【対象・定員】 町内の児童（６～12歳）・先着10人 町内の児童（６～12歳）・先着10人
【受　講　料】 1,500円（施設使用料・保険料含む）

【申 し 込 み】 ３月18日（金）～25日（金）までに町営体育館へ電話でお申し込みください。
（受付：８時30分～）

☆平成23年度　雫石町民・筋力アップ＆体力向上教室　1期・2期☆

☆平成23年度　雫石町ジュニア・アスレティック教室　1期・2期☆
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〈〈〈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（アルペン競技）　～２月５日（土）　　

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
岩井　紅葉
（下長山）

萱場　七摘
（下長山）

小学１・２年
男子

横欠　秀斗
（雫石）

川代　　詩
（安庭）

山崎　駿弥
（下長山）

中村　涼真
（雫石）

村田　憲翔
（下長山）

細川　　諒
（下長山）

小学３・４年
女子

川代　　杏
（安庭）

佐藤　友香
（雫石）

高前田　愛奈
（下長山）

藤原　愛結
（西根）

滝澤　えりか
（上長山）

十二林　笑璃
（西根）

小学３・４年
男子

土樋　　迅
（下長山）

晴山　波輝
（雫石）

杉田　真英
（雫石）

田中　櫻士
（上長山）

藤原　拓磨
（七ツ森）

鈴木　悠斗
（西根）

小学５・６年
女子

簗場　佳乃
（雫石）

小学５・６年
男子

松田　大雅
（雫石）

高橋　諒介
（雫石）

川代　　迅
（安庭）

藤原　晴輝
（七ツ森）

藤原　大樹
（御明神）

横欠　壱成
（雫石）

〈小学校総合〉 雫石小 下長山小 安庭小
中学女子 高橋　美乃 小谷地　美冬 杉田　　爽
中学男子 松田　悠雅 一本木　優太 小野寺　建太

成年女子 晴山　香友紀
（雫石Jr.OB）

土樋　三起
（下長山）

成年男子１部 晴山　潤吾
（雫石Jr.OB）

上澤田　貴之
（繋松苑）

成年男子２部 桜糀　　司
（下長山）

高前田　良雄
（下長山）

村田　憲悦
（下長山）

全国大会でも雫中生大活躍！
②第48回全国中学校スキー大会　2月8日㈫～10日㈭
＜アルペンスキー＞
　☆女子回転　　【37位】袖林　瑠衣
　☆男子大回転　【15位】小松　悠平（県勢最高）
　　　　　　　　【35位】一本木健太
　☆女子大回転　【45位】袖林　瑠衣
＜ノルディックスキー＞
　☆男子５㎞クラシカル
　【33位】村田　彪我（県勢最高）
　【50位】村田　勇人　【57位】上野　洸平
　【59位】遠藤　宏弥　【75位】藤本　雄大
　☆男子５㎞フリー
　【31位】遠藤　宏弥（県勢最高）
　【51位】村田　彪我　【62位】村田　勇人
　【79位】藤本　祐磨　【113位】上野　洸平
　☆男子リレー５㎞×４
　【７位】（県選抜チーム）
　　村田彪我・田崎梓（湯口）・遠藤宏弥・村田勇人
　☆女子３㎞クラシカル　【51位】高橋　杏
　☆女子３㎞フリー　　　【50位】高橋　杏
＜ジャンプ・スペシャルコンバインド＞
　☆スペシャルジャンプ　【51位】村上　純人
　☆コンバインドジャンプ・コンバインドクロスカントリー５㎞
　【33位】村上　純人

上位入賞おめでとう！松原美幸選手（雫石高）
③'93世界アルペン開催記念大会関係
1）2011全日本ジュニアスキー選手権大会
　アルペン競技（スーパー大回転）　　～2月25・26日
　☆男子　【43位】小松　悠平（雫石中）
　　　　　【60位】松田　悠雅（雫石中）
　☆女子　【４位】松原　美幸（雫石高）
　　　　　【14位】袖林　瑠衣（雫石中）
　　　　　【22位】上野　小春（雫石中）
　〔中学生の部〕
　☆男子　【21位】一本木健太
　　　　　【42位】小野寺建太
　　　　　【46位】笹田　英哲
　☆女子　【36位】小谷地美冬
　　　　　【39位】滝澤　茉由
2）第18回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会
　アルペン競技（スーパー大回転）　　　～２月26日
　☆女子　【３位】松原　美幸（雫石高）
　　　　　【17位】袖林　瑠衣（雫石中）
　　　　　【21位】上野　小春（雫石中）
　〔中学生の部〕
　☆男子　【20位】一本木健太
　　　　　【23位】小野寺建太
　　　　　【43位】笹田　英哲
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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】３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…『おやすみなさいのまえに』 ほか
・かみしばい…『カアカアのひっこし』
・パネルシアター…『ナメレオンくん』
・こうさく…『びっくりばこをつくろう』

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】３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】
・『しあわせってなあに？』…………葉　祥明 絵・文
・『おじいちゃんがきたひから』

…ジュディス・ケイスリー 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！（１/21～２/20受け入れ分　計166冊）

・ラスト ラン ……………………………角野　栄子
・白い月の丘で……………………………濱野　京子
・ＵＦＯはまだこない…………………石川　宏千花
・ＮＨＫ ど～する？地球のあした ＮＨＫ出版･編
・つないだ てとて …………………すとう　あさえ
・むかしばなしめいろ………………せべ　まさゆき
・どうすれば頭がよくなりますか？…茂木　健一郎
・アーベルチェの冒険… アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット
・深く、暗く、冷たい場所…メアリー・Ｄ・ハーン
・おならローリー…………………こぐれ　けいすけ
・ほんをよめばなんでもできる…ジュディ・シエラ
・旅するウサギ……………………………竹下　文子
・グース・ガール…………………シャノン・ヘイル
・まめうしくんと１．２．３………あきやま　ただし
・マンガで覚える図解トランプの基本……林　虎雄

● ヤング・児童書 ●

〈３～４月の休館日ご案内〉
　　　【３月】14～24、28日　
　　　【４月】　4、11、18、25、29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 ●

・悩みも苦しみもメッタ斬り！…………美輪　明宏
・プリンセスケイト………クラウディア・ジョセフ
・この国で産むということ …野田　聖子

×

根津　八紘
・お徳用愛子の詰め合わせ………………佐藤　愛子
・亜米利加ニモ負ケズ…………アーサー・ビナード
・万引きＧメンは見た！…………………伊東　ゆう
・“弁当の日”がやってきた 新装改訂版
　　　　　　　　……香川県立綾南町立滝宮小学校
・その人の想い出……………………………吉村　昭
・そして官僚は生き残った
　～内務省，陸軍省，海軍省 解体～ …保阪　正康
・読みくらべ日本の神話～神々の異聞録～
　　　　　　　　…………………………稲田　智宏
・ラクラク話せる「１分間」朝礼スピーチ …福田　健
・年金１年生……………………………菅野　美和子
・なぜ日本の若者は自立できないのか…岡田　尊司
・生きるのも芸のうち……………………川村　繁美
・生きていればこそ………………………川村　繁美

・告発の虚塔…………………………………江上　剛
・安土城の幽霊………………………………加藤　廣
・女子芸人……………………………………神田　茜
・アンジャーネ……………………………吉永　南央
・純平、考え直せ…………………………奥田　英朗
・漂砂のうたう………………………………木内　昇
・ストレンジ・トイズ………パトリシア・ギアリー
・きことわ………………………………朝吹　真理子
・苦役列車…………………………………西村　賢太
・蛻…………………………………………犬飼　六岐
・一刀斎夢録（上・下） …………………浅田　次郎
・ピースメーカー…………………………小路　幸也
・天使の報酬………………………………真保　裕一
・ジョン･マン～波濤編～ ………………山本　一力
・矜　持…………………ディック･フランシス ほか
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今、子どもたちは…　 シリーズ「輝」№70 上長山小学校　編～

次回は七ツ森小学校からの情報をお送りする予定です。

かわいい32人の孫たち 上長山小学校　副校長　上島　協一

　上小の子ども達は、地域のおじいさん、おばあさんに登下校時の見守り活動や田植え、稲刈り等の稲作体験学習で
たいへんお世話になっています。

　そこで、毎年12月の収穫祭にご招
待し、育てたもち米で作ったもちを
食べていただいたり、お礼のメッ
セージや合唱を聞いてもらったりし
て、感謝の気持ちを伝えています。
今回は、老人クラブの方が30名いら
してくださいました。子ども達との
会話もはずみ、みなさん笑顔で楽し
い一時を過ごしてくださいました。

　この他にも、運動会や学習発表会への招待状を差し上げ、交流を深
める活動をしています。
　今年度は、地域の老人の方々とさらに交流を深めることを願って、
新行事「老人とのふれあい集会」を９月３日に実施しました。一緒に
遊んだり会話したりすることがふれあいを深めるだろうと考え、低・
中・高学年に分かれ「昔の遊び」をすることにしました。
　低学年は、「いろはカルタ、おはじき、あやとり、お手玉」等をし
ました。顔を寄せ合ってカルタを取ったり、遊びを優しく教えてもらっ
たりしました。

花巻市で、かつての雫石城主「雫石家」の方々と懇談　～滴石史談会
　滴石史談会（大村昭東会長・会員33名）では、去る２月11日（祝）、郷土史研修として花巻市を訪ね、同市博物
館のご協力により、今から400年以上も前の天正年間に三代約40年間（1545頃～1586年）にわたって雫石城の城
主であったとされる「雫石氏」の後裔の方々と面会し、懇談してきました。
　お会いしたのは、現在花巻市宮野目にお住まいの雫石三恵子さんと娘の菊池千里さん親子。三恵子さんは、５
年前に死去された雫石家第32代故・岑之助（しんのすけ）氏のご夫人で、「雫石家の年中行事」という古い書き
物を示しながら、「私たちは、雫石にはいつも“特別な思い”を抱いています。二男は仕事で雫石を訪れるたびに
下町の八幡宮のあたりで『ただいま帰って参りました。』『また参ります』と心の中でご先祖様に語りかけているそ
うです。」と、家族の秘話も聞かせてくださいました。
　滴石史談会では、これを機会に雫石氏についての調
査研究をさらに深め、今後「雫石家」の方々を雫石に
招いて交流することなども企画したいと考えています。

● ３月～４月の行事予定 ●

● ３月～４月上旬の行事予定 ●
【３月】
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

【４月】
　 6日㈬ 下長山小学校入学式
　 7日㈭ 小学校入学式（下長山小以外）
 中学校入学式
　 8日㈮ 雫石高等学校入学式
10日㈰ 平成23年度町スポーツ少年団結団式【写真前列中央が雫石三恵子さん、千里さん親子】
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教育委員会諮問機関　委員公募中！　～任期満了に伴う委員公募のお知らせ

【締切・提出先・問い合わせ】
☆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　【問い合わせ】中央公民館（692-4181）
☆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】社会教育課（692-6590）

【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。

【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。

【日　時】３月21日（月・祝）10：00 ～ 17：00
【内　容】①施設無料開放（プール・トレーニングルーム）
　　　　②こども無料縁日（射的・ポップコーン）　10：00 ～
　　　　③先着150人で水中宝探しゲーム　14：00 ～（予定）
＊その他、多彩なイベントを予定！ご来場をお待ちしています。
【問い合わせ】ホットスイム（693-3751）

岩手県営屋内温水プール　「ホットスイム感謝祭2011」

ふれあい名画劇場 第27回岩手山ろくファミリーマラソン 参加者募集中！
『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、ある日女王の命令で暗闇の笛
を吹き、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（ただし整理券必要）
【入場券・整理券】
中央公民館及び各地区公民館で販売・配布中！

【問い合わせ】中央公民館

【期　日】５月15日（日）
【場　所】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
＊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）
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広報「教育しずくいし」４月号は　 4月14日（木）発行予定です。

● あとがき ●
　最近、自分が大好きだった近所の風景がなくなってしまい、と
ても寂しくなりました。それでも、日に日に空気の匂いや日差し
が春らしくなってきたので、新しい季節、なくすだけではなく新
たな発見もあるはず…とちょっと楽しみな気がします。（A）

　今年度も残り1ヶ月。さて、3月のあとがき、毎年同じような
ことを書いていたような…ということで違う話題。２月に娘（次
女）が生まれました。これで家の中は男１対女3に。将来居場所
がなくならなければいいなと少々心配な今日この頃です。（Yasu）

公募する委員名 募集人数 職　務 任　期

雫石町公民館運営審議会委員 １人 ・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。

委嘱した日から２年間
雫石町社会教育委員 １人

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。

お知らせ：町営体育館　利用時間一部変更
　体育館内のワックス清掃作業実施により、右期間の
利用時間が一部変更となります。

【期間】3月22日（火）～24日（木）
【問い合わせ】町営体育館（TEL：692-5030）
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