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教育しずくいし

雫石町教育委員会広報紙

元気いっぱいに掲揚をお手伝い！
鯉のぼりを泳がせよう掲揚式

情報が満載！

歴史文化 スポーツ

校

教育行政 学

雫石の

4/5〜8

町内の小中高校で入学式が行われました

今年度の新入生は、小学校107人、中学校126人、
雫石高校30人で、各校の児童生徒は緊張しながら
も、これから始まる新しい日々への期待を胸に、
学校生活をスタートさせました。

雫石小学校

2

七ツ森小学校

西山小学校

御明神小学校

御所小学校

雫石中学校

雫石高等学校
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岩手の知名士色紙作品展

開催
作品寄贈者（敬称略・50音順）

４月16日より中央公民館１階ロビーで「岩手の知
名士色紙作品展」を開催しています。

東根

千万億 岩手日報社代表取締役社長

岩渕

明

岩手大学学長

内館

牧子

脚本家

大友

啓史

映画監督

小原

啄葉

俳人協会顧問

鎌田

英樹

IBC 岩手放送代表取締役社長

銀次

東北楽天ゴールデンイーグルス

展示作品は、
（株）岩手日報社から、町教育委員会

熊谷

宗吉

第27代木村庄之助

へ寄贈されたもので、平成31年１月に岩手日報社主

杉本

吉武

グラフィックデザイナー

催で開催された「岩手の知名士色紙展」に展示され

高橋

克彦

作家

た岩手にゆかりのある著名人ら17人の作品です。

達増

拓也

岩手県知事

南部

利文

南部家第46代当主

岩手の知名士色紙作品展

畑中

美耶子 もりおか歴史文化館館長

展示期間：４月16日（火）〜５月31日（金）

三ケ田

場

村田

所：中央公民館１階ロビー

礼一 冬季オリンピック金メダリスト

八重嶋

林藏

山田

4/19

雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式

勲
俊和

4/22

日本画家
岩手県歌人クラブ会長
中尊寺貫主

ドイツ友好都市交流訪問団
雫石町長を訪問

町内全ての子どもたちの健やかな成長を願うた
め、雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式を開催し
ました。

町国際交流協会と友好都市協定を結んでいるドイ
ツ連邦共和国のバート・ヴィンプフェン市と、その
周辺都市から、訪問団団長ユリウス・ウェルツさん

雫石小学校の１年生33人が参加し、掲揚式では、
代表児童４人が将来の夢として「新幹線の運転手」

を含む８人が町役場を訪れ、猿子町長を訪問しまし
た。訪問団長のユリウスさんは「雫石町へ行くプロ

「お店屋さんのレジ」
「お花屋さん」
「髪切り屋さん」
とそれぞれ発表しました。
式典後は、町内外の方々から寄贈していただいた
約100匹の鯉のぼりが児童の手によって雫石川上空

グラムはドイツの生徒と親にとってとても楽しいこ
と。最近は雫石町からの訪問が減ってきましたが、
私たちは交流が貴重なものだと思っていますので、
末永く続いて欲しいと思います。」と交流への思い

に掲揚されました。また、鯉のぼり掲揚後は、
約1,000
匹のヤマメの稚魚を放流しました。

を伝えました。
一行は、４/20〜４/22の３日間、雫石町に滞在し、
座禅や書道、着付けなどの日本文化を体験しました。
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しずくいしの教育

特集
平成31年２月、町は「雫石町における部活動の方針」（以下「町の方針」）を策定しました。
策定の背景
スポーツ庁

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」
を策定
岩手県教育委員会

「岩手県における部活動の在り方に関する方針」を策定
≪生徒にとって求められていること≫
・生涯にわたるスポーツ・文化芸術に親しむ基盤づくり
・スポーツ医科学の観点から成長期にある生徒のバラン
スのとれた生活

町の実情を踏まえ
「雫石町における部活動の方針」を策定しました。

部活動のここが大きく変わりました！
休養日の設定以外にも新たにいくつかの基準を

方針の内容は？
１

適切な運営のための体制整備
・部活動の方針の策定等

設定しました。
今まで
・平日週１日、第２・４日曜日を休養日とする。

・指導や運営に係る適切な体制の構築
教職員の働き方改革を踏まえ、部活動指導員の配置に
取り組みます。
２

合理的でかつ効率的・効果的な活動推進のための取組
・運動部や文化部活動における適切な指導の実施

これから
・週当たり２日以上（平日１日以上、週末１日以
上）の休養日を設ける。

生徒の心身の健康管理と事故防止、休養の確保を徹底
します。
３

・１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程
度、学校が休みの日は３時間程度とする。

適切な休養日等の設定
・休養日および活動時間の基準
できるだけ短時間で、合理的でかつ効率的・効果的な

ほかにも…
・学校、教員が直接的または事実上関与している

活動を行うこととします。
４

父母会やスポ少などの活動は、部活動と合わせ

生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術に親しむ環
境の整備

て休養日・活動時間が基準を超えないこと。
・父母会、スポ少などにおいても、勝利至上主義

・生徒のニーズを踏まえた部の設置

に偏ることのないよう留意しながら活動し、教

・運動部や文化部活動における地域との連携など

員の参加を求める場合にも、趣旨を充分に踏ま

５

えて依頼すること。

学校単位で参加する大会等の見直し

・生徒や部顧問の負担等を踏まえ、参加規程や参加する大

・休養日にやむを得ず大会参加等で活動した場合

会などを精査し、検討を進めます。

は、他の日に振り替えること。…など

町の方針を基盤に、雫石中学校が部活動に係る活動方針を策定します。活動方針をもって、部活動が町の方針を踏
まえた活動となるよう、取り組みを推進していくこととなります。

4
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今月の一冊・イベント情報

−雫石町立図書館−

【HPアドレス】http：//www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2015112300014/【電話】019‒692‒5959

読書の壺 今月のこの一冊
『元号

全247総覧』
山本

博文[編著]（悟空出版）

元号が改元された今年、元
号に興味をもった方も多いと
思います。
大化から平成までの247の
元号をすべて記載した本書
は、その元号の期間に起こっ
た歴史的な出来事や事件、天
災などにも触れています。
ぜひ、手に取って見てくだ
さい。

お知らせ（図書館の利用について）
【開館時間】９：00〜17：00
（水・金曜日は18：00まで）
【５・６月の図書館休館日】
毎週月曜日
※ただし、５月６日は祝日開館し、５月７日に休
館します。

3/17

聞いて楽しいおはなし会
たんぽぽおはなし会

乳幼児対象

テーマ「風とあそぼう」
場 中央公民館

日 ５月16日
（木）10：30〜11：30

えほんの読み聞かせ、紙芝居、工作など。 おたのしみに♪
乳幼児対象

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」

絵本の読み聞かせなど。あそびにきてね♪
場 健康センター

日 ５月24日
（金）10：30〜11：00

しずくいしおはなし会

幼児・小学生対象

日 ５月25日
（土）11：00〜11：30

場 町立図書館

絵本の読み聞かせなどを行います。お楽しみに！
《６月のおはなし会》
15日
（土）14：00〜14：30
29日
（土）11：00〜11：30
問合せ

図書館（692 5959）

QRコードでHPへ簡単アクセス！

第25回 宮沢賢治作品読書感想文コンクール表彰式

町中央公民館で第25回宮沢賢治作品読書感想文
コンクール表彰式（主催：雫石と宮澤賢治を語る
会）
が行われ、
町内小中学校から52点の応募があっ
た中から24人が入賞し、表彰されました。
審査委員長を務めた小岩井農場資料館の野沢裕
美館長は、
「あらすじを追うだけではなく、作品
を通じて自分の考えをきちんと表現していて、例
年に比べてもとてもレベルが高いという印象でし
た。これからも知らない世界の扉を開いてくれる
賢治さんの作品をたくさん読んで、見聞を広げて
ください。
」と講評しました。
〔優秀賞以上の入賞者（敬称略：学校名・学年は平成30年度のものです。
）
〕
〈小学校低学年の部〉
さ

最優秀賞

さ

き

ひ

〈小学校高学年の部〉

ろ

佐々木陽呂（七ツ森小２年）

たかはし ら

最優秀賞

かつ た
とく た

優秀賞

徳田

ひ さと

陽聡（七ツ森小１年）

〈小学校中学年の部〉
最優秀賞

たきさわ

くれ な

瀧沢

紅茄（御明神小４年）

きく ち

優秀賞

優秀賞

日葵（七ツ森小３年）

まつみね

いつき

松嶺

樹 （御明神小３年）

る

れい じ

勝田 玲臣（七ツ森小６年）
さ

さ

き ひろ と

佐々木翔大（御所小６年）

〈雫石中学校の部〉
まつばら

最優秀賞

ひ まり

菊池

む

高橋來夢琉（御所小６年）

優秀賞

松原ひより（雫石中１年）
しもさわ だ

あおい

下 澤田

葵 （雫石中１年）

はやし じ り

林 尻かなみ（雫石中２年）
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教育行政・学校のページ

教育委員会定例会リポート╱新採用教員の初任者研修会/社会科副読本編集委員会開催
教育委員会定例会リポート╱
新採用教員の初任者研修会/社会科副読本編集委員会開催

教育委員会定例会リポート（３・４月）
― ３月定例会

質疑応答編 ―

３月の定例会では、歴史民俗資料館の利用状況と休館日の設定、学校給食に関する規則で定められた内容など
について話し合われました。

― ４月定例会

議案編

以下の案件が可決されました ―

１．雫石町社会教育委員の委嘱に関する専決処理の承認を求めることについて
２．雫石町公民館運営審議会委員の委嘱に関する専決処理の承認を求めることについて
３．雫石町歴史民俗資料館管理運営規則の一部改正に関し議決を求めることについて
教育委員会議は、非公開事案以外は傍聴できます。
【問い合わせ】学校教育課（692‒6412）

4/12

新採用教員の初任者研修会

4/24

研修会の参加者
〜上和野馬頭観世音堂前にて〜

社会科副読本編集委員会

開催

編集委員会の様子

雫石町の小中学校に着任した４人（小学校２

児童の郷土理解を深める教材として、毎年小

人、中学校２人）の新採用教員研修が行われま

学３年生に配布している社会科副読本「わたし

した。

たちの雫石」を、最新情報に合わせ、新学習指

作山教育長の講話の後、３人の転入者も加わ

導要領に沿った内容に改訂するため、３年ぶり

り、町の歴史など、地域を学ぶため、滴石史談

に、社会科副読本編集委員会を開催しました。

会の関敬一さんを講師に、国登録有形文化財で

委員会は、各小学校の社会科副読本編集委員

ある上和野馬頭観世音堂や生森一里塚、雫石城

と町教育委員会の指導主事で構成され、１回目

跡など町内を巡りました。これから児童生徒と

の委員会では、葛巻町教育委員会の泉田 学 指

の学校生活を送るにあたり、町の知識を深める

導主事による講義と、執筆上の留意点を確認し

場となりました。

ました。

まなぶ

委員会は全４回の開催を予定し、２・３回目
には原稿の検討を行います。
改訂された本は来年度から活用されます。

6
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がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！
シリーズ「輝」

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー 橋場へき地保育所

お外大好き！

№166

保育士

近
近くには志戸前川が流れ、多くの緑に囲まれた場所に
くには志戸前川が
が流れ、多くの緑に
緑に
に囲
に囲
囲まれた場
まれ 場所に
保
育所はあり
育所は
あります
ます。今年は
今年は５歳
５歳児
児、４歳
４歳児
４歳
歳児、３歳児
歳児、３
歳
歳児
児、３歳
３歳児
３
児、そ
そ
保育所はあります。今年は５歳児、４歳児、３歳児、そ
れぞれ１名ずつ、合計３人の女の子たちが元気に保育所
に通ってきています。
暖かくなり雪がとけ、やっと外で遊べるようになる
と、子ども達は大喜び。園庭では三輪車やキックスクー
ターに乗ったり、固定遊具で遊んでいます。アリが巣か
ら出てくるのを見つけると、お椀に捕まえてアリのお家
を作ったり、沢山落ちている藤の実を集めてご飯を作っ
たり、思い思いに遊びを楽しんでいます。

清水

智美

手をつないでお散歩

よーいドン！

川のせせらぎを聞きながら歩くお散歩コースの道沿い
には、たくさんのふきのとうが顔を出し、白や紫のク
ロッカスが花を咲かせています。小赤沢橋へ出かけた時
は「お魚いないかな〜」と橋の欄干から川を覗き込み、
安栖橋方面に出かけた時は落ちているドングリを拾い集
め、ジャンバーのポケットに入れて持って帰ってきまし
た。
お散歩途中の車の来ない開けた場所では、笛の合図と
共に走り出し、マラソンも楽しんでいます。これからも、
季節の移り変わりを感じながらたくさん体を動かして、
心も体もたくさん成長してほしいと思います。

ドングリ見つけた！

子どもたちの力作を紹介します

−本人（○）と先生（◆）からのコメント−

作品「こいのぼり」

き むら

５歳児

とも か

木村 友香さん

こ

４歳児

し

と まえ

ほの か

い とう

小志戸前 愛栞さん

３歳児

ひ より

伊藤 妃由さん

○うろこの形を描くのが難しかったけ
ど、目をのりで貼るのは楽しかったよ。

○ハサミで切るのが難しかったけど、の
りで貼るのが楽しかったよ。

○緑のこいのぼりが難しかったです。

◆うろこの部分は、自分でうろこの形を
描いてからハサミで切り、一枚一枚丁寧
にのり付けしていました。

◆ハサミで切ったり指でちぎったりした
折紙を、うろこに見立てて、のりでたく
さん貼りました。最後まで黙々と、とて
も集中して貼っていました。

◆初めてハサミに挑戦しました。先生に
手伝ってもらいながら一生懸命折り紙を
切り、きれいにのりで貼っていました。
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生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

心豊かに暮らせるまちへ… スポーツ情報

2020東京大会はドイツチームも応援しよう！ ver.1
このコーナーでは、雫石町が平成30年４月にドイツを相手国として東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に
係る「復興『ありがとう』ホストタウン」に登録となったことから、ドイツに関わる情報を隔月でお知らせしていきます！
今月は、登録の経緯について紹介します！
「復興『ありがとう』ホストタウン」とは？
被災３県（岩手県、宮城県、福島県）の自治体を対象に、
これまで支援してくれた海外の国・地域に復興した姿を見
せ、住民同士の交流を行うため、自治体を「復興『ありがと
う』ホストタウン」として登録し、国が支援するものです。

4/14

の意気込みを発表し、大会での活躍を誓いまし
た。
式の後半では、団員を代表して「雫石中学
校男子バレーボールスポーツ少年団」の大 坊
だいぼう

さ

4/21

スポーツ少年団結団式

４月14日、町営体育館にて、スポーツ少年団
結団式が行われ、登録26団体のうち14団体144
人の団員と約85人の指導者・保護者が参加しま
した。各キャプテンが新しいシーズンへ向けて

ひ

「復興
『ありがとう』
ホストタウン」
登録の経緯
町国際交流協会と相互交流を行っているドイツ連邦共和
国のバート・ヴィンプフェン市およびネッカーズルム市で
は、東日本大震災発生直後「学校が学校を援助する」をス
ローガンに募金活動が行われ、第一次から第三次まで合計
３万ユーロ（約3,819千円）の義援金が集められました。
同協会を通じて山田町などの沿岸被災地に贈呈されたこと
がきっかけとなり、平成30年４月に、雫石町はドイツを相
手国として「復興『ありがとう』ホストタウン」に登録さ
れました。これらの支援への感謝を伝えるとともに復興し
た姿を発信するため、雫石町は、山田町と連携して、ドイ
ツとの交流事業を実施しています。

と

陽彩人さんが「団員綱領」を元気よく唱え、全
団員が後に続いて大きな声で唱和しました。新
元号「令和」１年目。記念すべき元年のスポー
ツ少年団選手の活躍に期待しましょう！

第73回盛岡市内一周継走

盛岡市にある県
営運動公園陸上競
技場を発着点とす
る周回コースで、
盛岡市内一周継走
大会が開催されま
した。
昨年の雨の中で
のレースとは打っ
て変わり高い気温
のなか、応援団・
大会の様子
チアリーダーによ
る力強い応援を受けながら、男子５人、女子４
人の選手がたすきをつなぎました。男子のレー
スではアクシデントに見舞われながらも順位を
徐々に上げ、19位でゴールし、その団結力を見
せつけました。秋の地区駅伝でも雫中生の活躍
を期待します！

町内で行われる各種スポーツ大会
日
５月

６月

8

程

大会名

場

所

12日（日）

第35回岩手山ろくファミリーマラソン

町総合運動公園

19日（日）

御所地区行政区対抗野球大会

鴬宿運動場

26日（日）

雫石地区行政区対抗野球大会

鴬宿運動場

２日（日）

西山地区行政区対抗野球大会

西山運動場

８日（土）〜９日（日）

町スポーツ少年団春季野球大会

鴬宿運動場

15日（土）〜16日（日）

岩手地区中学校総合体育大会

町営体育館
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バレーボール競技

せ
お知ら

募 集
滴石史談会と歴史民俗資料館の連携事業

町内森林軌道跡と関連資料見学会
日
内

時
容

コース

主

催

定 員
参加費
申 込

５月19日（日）９：30〜12：30
歴史民俗資料館近くの軌道橋跡および館内の
軌道資料見学
資料館駐車場集合〜近くの軌道敷や橋台遺構〜
資料館内の関連展示資料見学〜
（マイクロバスで）
御所地区遺構を見学〜資料館駐車場へ帰着
滴石史談会 後援：雫石町教育委員会
協力：御所湖広域公園管理事務所
先着15人（町民以外も可）
１人100円（資料代など・当日集金します）
５月16日（木）
まで。
（受付10〜16時、木曜日休館）
町歴史民俗資料館（019‑692‑3942）

厨房レッスン
〜１日に350ｇの野菜を食べよう〜
今回は「カラフル野菜の肉巻フライ＆カレーコールス
ロー」を作ります。
日 時 ６月19日（水） 10：00〜13：00
場 所 中央公民館 調理実習室
講 師 町食生活改善推進員連絡協議会のみなさん
定 員 先着15人
受講料 １人500円
申 込 ６月13日（木）
までに中央公民館へ（692‑4181）
＊無料託児室をご希望の方は事前にお申込みください。

町民登山
今回は、八幡平市で山登りやハイキングをします。
日 時 ６月23日（日）
７：50 雫石町役場駐車場
８：00 出発
コース 黒谷地スタート→茶臼岳→西森→安比高原（ゴ
ンドラに乗車し下山する予定）
対 象 町内に在住または勤務している方
定 員 先着35名
持ち物 昼食、飲料水、
おやつ、雨具、着替え、タオルなど
費 用 １人2,200円（保険料・諸経費込）
その他 町山岳協会員がガイドし、安全に誘導をします。
申込後の参加料の返還は致しかねます。
申 込 ５月26日（日）
〜６月９日（日）
午前８：30より電話受付開始。
雫石町営体育館（692‑5030）まで。

第４回いわて民話祭り in 雫石
県内で地域に根差して語りの活動をしている団体が集
い、各地の民話を披露します。ぜひご来場ください。
日 時 ６月22日（土）
12：00 開場 12：30 開演
場 所 中央公民館 野菊ホール
問合せ 雫石町南畑地域協議会（菅原）695‑2306

ト

イベン

開催間近！第35回岩手山ろくファミリーマラソン
今年はゲストランナ―の参加や「COGY の部（足こぎ
車いす）」の追加など、新しい見どころが盛りだくさんと
なっています！約1,500人のランナーたちの力走に町民の
皆さまの温かいご声援をお願いします。
日 時 ５月12日
（日）
８：45〜 開会式
９：15〜 競技開始
場 所 町陸上競技場発着の町内特設コース
当日は車道をランナーが走ることになるため、交通規制
が敷かれます。ご不便をお掛け致しますが、ご協力をお願
いします。

健幸ノルディックウォーキング教室
〜３ヶ月で２kg 減らそう。メタボ No.1 脱出作戦 !〜
雫石町はメタボリックシンドローム該当者の割合が県内
No.1! ノルディックウォーキングで体を動かしませんか。
日 時 ７月２日〜９月10日 毎週火曜日（全10回）
※ただし、13日はお休みです。
18：30〜19：00 体測定と食事指導
19：00〜１時間程度 ノルディックウォーキング
場 所 町営体育館
対 象 町内に在住または町内に勤務している方
講 師 町スポーツ推進委員と町栄養士
定 員 先着30人
持ち物 運動できる服装、運動靴、タオル、飲み物など
参加費 １人3,000円（測量計代とポール貸出料）
申 込 ６月３日
（月）
から随時
健康推進課（692‑2227）まで。

雫石町民グラウンド・ゴルフ大会参加選手募集
日

時

場
対
定
費
申

所
象
員
用
込

表

彰

６月23日
（日）
９：10 開会式
９：30 競技開始
町総合運動公園
町内に在住の方
なし
無料
６月２日
（日）
〜６月19日
（水）
町営体育館（692‑5030）まで。
男女各部門１位から３位までには賞状と副賞を
授与し、ホールインワン達成者にはホールイン
ワン賞が贈られます。

雫石町歴史民俗資料館の入館料について
今年度の６月１日から、入館料をいただくことになりま
したが、町民と、障がい者手帳などを保有している方は、
免除になります。
・入館料 大人150円（高校生以下無料）
団体（10名以上）120円
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「M」の小部屋

した！
聞いてきま
シリーズ対談・編集担当
〈通算第50回〉 Ｍ編第１回
たんぽぽおはなし会

代表 米澤

宏江さん

昭和63年に結成され今年で31年目を迎えるたんぽぽおはなし会。３月には雫石町教
育員会表彰を受賞されました。今回は、代表の米澤宏江さんにおはなしを伺います。
（Ｍ）たんぽぽおはなし会の活動について教えてください。

（Ｍ）みなさんに伝えたいことはありますか？

（米澤宏江さん：以下（米）
）図書館では毎月第３木曜日、 （米）読み聞かせは、親御さんと子どもたちがコミュニ
健康センターつどいの広場では第４金曜日の10時半から

ケーションを取る一つの手段だと思っています。絵本に

30分くらい読み聞かせをしています。その他に図書館か

は、子どもの目の前にあるもの以外の世界が広がってい

らの依頼により、０歳児の皆さんへのブックスタート事

ますし、親も読んでいて楽しいと思います。子どもに本

業で読み聞かせをして本を渡したりしています。

を読んでいる時には、幸福感を感じたり、日常の辛いこ
となども頭からなくなったりします。是非そういった体

（Ｍ）米澤さんが活動に参加されたきっかけは？

験を、お父さんやお母さんにしてほしいと思います。私

（米）子どもが小さい頃このおはなし会に連れていって、

もおはなし会に来ていた頃の楽しかった思い出があって

いいなぁと思っていました。そのうちに子どもが小学校

今の活動があるので、皆さんも是非おはなし会に足を運

に入り、おはなし会に行かなくなっていたんですが、面

んでみてください。

白そうなので自分が読み聞かせをやりたいなとずっと
思ってたところ、たんぽぽおはなし会の方に誘われまし
た。
（Ｍ）おはなし会での本の選び方は？
（米）大きい子向けと小さい子向けの本を用意しておい
て、うんと小さい子が今日は多いなとか、大きい子も来
てるから1冊は大きい子向けにしようとか、参加者に合
わせて決めています。毎回絵本を２冊読み、紙芝居を１
つか２つ、最後に工作をして持って帰ってもらうという
感じです。おはなし会で工作というのが特徴かなと思い

おはなし会のお知らせ

ます。折紙、花紙、牛乳パックなどお家にあるものを使っ

子どもと一緒に読書の時間を楽しみましょう。
お気軽にお越しください！

て遊べるような工作で、季節感も持たせています。
（Ｍ）活動で大変なことはありますか？

≪図書館≫
日 時 毎月第３木曜日

（米）「この本は失敗だったね」とか…ですかね。つどい
の広場では、おもちゃに負けてしまって子どもがさーっ

10：30〜11：00

≪健康センターつどいの広場≫
日 時 毎月第４金曜日 10：30〜11：00

といなくなったりして、あわてて紙芝居を用意すると
戻って来たり…（笑）
。それはそれで面白いです。

あとがき
新しい年号が「令和」になり、また新しい年度を迎えた気分

本号から編集に携わることになりました。春は行事が目白押

です。
「平成〇年を昭和に直すと何年だっけ？」と言っていた

しですね。通勤途中の木で出会うツツピーツツピーと鳴く鳥に

ので、今度は「令和〇年を平成に直すと？昭和は…」というこ

大変励まされています。さらに、ウグイスがシーズン始めなた

とになりますね。頭の中が大混乱です。
（ハ）

めか、練習をしていました。大変微笑ましいですね。
（ホ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2019
（令和元）年５月号 （５月９日発行）
編集・発行

雫石町教育委員会（担当：生涯学習スポーツ課） 〒020‑0555 岩手県岩手郡雫石町上曽根田114番地
TEL 019‑692‑4181（直通） E-mail：shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp

雫石町役場ホームページアドレス：http：//www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 暮らしと行政 → 教育委員会 をクリック！
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