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※舞台部門に出演した雫石筝曲同好会のみなさん（詳細については３ページに記載しています。
）

日頃の芸術活動の成果を発表
第 55
55回雫石町総合芸術祭
回雫石町総合芸術祭

教育しずくいし

雫石町教育委員会広報紙

10/3

雫小３年生ユニバーサルデザイン＆パラスポーツ（ボッチャ）体験

雫石小学校の３年生が総合学習
（ユニバーサルデザイン学習）
の一環として、
パラスポーツ（ボッチャ）を体験しました。ボッ
チャは2020年に開催されるパラリンピックの正式種目です。
これは町がドイツを交流相手国として復興『ありがとう』ホ
ストタウンに登録していることから、オリンピック・パラリン
ピック等経済界協議会の協力を得て実施したものです。また、
盛岡地方法務局の人権教室も兼ねており、パラスポーツへの理
解とみんなで協力する大切さをゲームを通して学びました。
子どもたちは初めて体験する競技に真剣な面持ちでチャレン
ボッチャを体験する雫石小３年生

ジしていました。

0/4・10
10/

〜児童生徒の確かな学力を育むために〜雫石町授業実践研究会が実施されました
町教育委員会は町内外の教職員を対象に、授
業力向上のための授業実践研究会を開催しまし
た。
七ツ森小学校では、
「聴き合い、わかり合い、
認め合う児童の育成」を研究主題に算数の授業
が行われ、西山小学校では「思いや意図を持っ
て生き生きと音楽活動に取り組む児童の育成」

七ツ森小３年「大きい数字の
わり算を考えよう」

を研究主題に音楽の授業が行われました。
西山小２年「日本の歌を楽しもう
伴奏づくり」
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授業後にはさらなる授業の充実化を目指し、
教職員による熱心な協議が行われました。

いきいき茨城ゆめ国体アーチェリー成年女子団体で岩手県が優勝！

第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」のアーチェ
リー競技が６日、茨城県つくば市で行われ、成年女子団体で
岩手県が優勝を勝ち取りました。選手として出場した当町職
員の岩渕萌さんは「国体優勝を目標にしてきたのでとても嬉
しいです。チームの仲間や監督、応援してくれた方々に感謝
の気持ちでいっぱいです。今まで支えてくれた方に、優勝と
いう結果を残すことで少しでも恩返しになればと思います。」
と優勝の嬉しさを表現しました。
表彰台に立つ岩渕さん（右から２人目）
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町外で初披露！御所小５・６年生が堰賛太鼓を披露しました

岩手県民会館で開催された「第３回芸術体験イベント・
伝統文化子ども芸術発表会」で、御所小５・６年生児童が
堰賛太鼓を披露しました。この催しは、岩手芸術祭と併せ
て毎年開催されているもので、今年は文化芸術を受け継ぐ
子どもたちで構成される８団体が出演しました。児童は、
伝統を継承する姿と堰賛太鼓の迫力を、ステージ上で存分
に表現しました。
御所小学校が取り組む「御所堰賛太鼓」
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野菊ホールいっぱいに響き渡った「第３回雫石町吹奏楽教室発表会」開催

町中央公民館・野菊ホールで「雫石町吹奏楽教室」による第３回発表会を開催しました。第１部はパワフルな「ア
フリカン・シンフォニー」
や各パートの楽器紹介を兼ねた「山の音楽家」、そして小学生のパフォーマンスで盛り上がっ
た「運動会コレクション〜吹走楽の為の〜」が披露されました。第二部では「Ａ列車で行こう」や「キッズソングメ
ドレー」
、講師の佐々木駿さんのトランペットソロを交えた「マンハッタン」などの演奏が披露されました。

小学生のパフォーマンスに
指揮者もビックリ！

町長もパフォーマンスに登場‼

力強い響きが会場を包みました

ふさへい

10/29

野生動物の専門家

関山房兵さんが西山小学校で特別授業

もうきんるい

猛禽類生態研究所（雫石町長山狐森）代表で町の文化財審議
会委員でもある関山房兵さんが、西山小学校５・６年生児童46
人を対象に「西山の自然といろいろな生き物たち」をテーマに
した特別授業を行いました。関山さんが撮影した動植物の写
真がスクリーンに映るたびに子どもたちが次々と名前を言い当
て、会場は盛り上がりました。関山さんは、これらの生き物た
ちが、みんなどこかで繋がり合って「共生」していることをを
分かりやすく説明し、チョウセンアカシジミが岩手県の小学生
によって発見されたことから「西山のきみたちも発見者になれ
るかも知れない。
」と子供たちに夢を贈りました。

11/2〜4

第55回雫石町総合芸術祭

身近な自然の話に子どもたちは興味津々

開催

町民のみなさんの芸術活動の成果を発表・展示する町
総合芸術祭を、３日間にわたり開催しました。展示部門

特にも来場者に好評
だった菊花展

では、絵画、写真、書道などに加え、岩手芸術祭入選作
品、在京町友会の方々にも出品いただき、会場をより一
層華やかにしていただきました。舞台部門では、雫石小
学校青空太鼓、洋舞、ピアノなどの発表で多くの児童生
徒が出演しました。
秋晴れの中、３日間で約1,000人の来場者が訪れ、芸
術の秋を堪能しました。
雫石謡曲同好会の舞台発表

11/4

町国際交流協会が県国際交流協会理事長表彰、上原千鶴子さんが貢献者表彰を受賞
県国際交流協会設立30周年記念式典が開催され、町国際交流協会が理事長表
彰、町協会会長でもある上原千鶴子さんが貢献者表彰を受賞しました。
町協会は、日本語教室や文化体験イベントなどの開催、長年に渡るドイツ交
流の実績、上原さんは県協会評議員などの役員を務められたことが認められ、
受賞の運びとなりました。受賞者を代表してあいさつをした上原さんは、「今
回の栄誉を心の励みとし、これからも、それぞれの活動などを通じて、国際交
流・国際協力、多文化共生、グローカル人材育成の推進に引き続き尽力させて

受賞者代表のあいさつをする上原さん

いただきたいと思います。」と今後への抱負を述べました。
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しずくいしの教育

スローガン
「育てよう！情報メディアと付き合う力

取り組もう！家族一緒に読書や勉強」

特集
教育振興運動とは、学校・家庭・住民などが総ぐるみで地域の教育課題の解決に自主的に取り組む運動で
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ましょう！

11月30日（土）開催！

令和元年度雫石町教育振興運動実践交流会

実践交流会は、雫石町の子どもたちが健やかに成長できるよう地域ぐるみで教育振興運動を推進するため、
児童生徒・学校・家庭・地域・行政が連携し、子どもの教育環境を考える場として毎年この時期に開催して
います。町民のみなさんで雫石の教育を考える１日にしましょう。
【日 時】 11月30日
（土）９：00〜11：40（受付８：30〜）
【場 所】 町中央公民館・野菊ホール
【内 容】
★雫石町教育委員会表彰式

昨年度の様子

★メディア標語コンクール表彰式
★実践報告…町の教育課題「情報メディアとの上手
な付き合い方」
「読書大好き雫石っ子」
への取り組みや、学校独自の課題への
取り組みについて発表します。
★講演会

メディア標語
コンクール表彰式

講演会「チャレンジする
子どもをそだてるために」

演題「スポーツを基軸とした地域創生〜教育スポーツと社会スポーツの連携」
【講師】株式会社

AKcompany 代表取締役

あらかわ

さかえ

荒川

栄 氏

青森県八戸市出身。国士舘大学へ進学し、全日本学生新体操選手権個人総合で前人未踏
の３連覇を達成。大学卒業後、岩手女子高校の非常勤講師になると同時に滝沢南中学校の
体操部コーチを務めるなど、新体操指導者としてスタート。1996年４月に盛岡市立高校に
赴任、男子新体操部を新設し、創部６年で全国制覇に導く。2014年８月に青森山田高校教
諭を辞め、スポーツ選手及び子どもから高齢者までのケアを行うワイズパーク青森セン
ター店の運営を行う。

ノーゲームデーへの取り組み
☆第２回ノーゲームデー☆

11月22日（金）

町教育振興運動推進協議会では、町の共通課題「情報メディアとの上
手な付き合い方」への取り組みの一環として、
「ノーゲームデ―」を実
施しています。テレビ・ゲーム・スマートフォンなどの使用時間の心身
への影響などについて、家族みんなで考える機会にしましょう。

※この日は、町内全ての児童生徒のみなさんは、ゲームをしないで過ごしてみましょう！

第１回ノーゲームデ―の結果
★第１回ノーゲームデーを、６月25日（火）に実施しました。

結果 小学校95.7％
結果

中学校100％

高校71％

各実践区では、取り組み期間や働きかけを工夫して、100％ 達成の実
践区が増えてきました。日常的な習慣化を図り、３年間100％ の実践区
もあります。
★第２回ノーゲームデーは、それぞれの実践区で100％ を目指して取り組み、情報メディアについて
家族で話題にする日にしましょう。
【問い合わせ】生涯学習スポーツ課（692‑4181）
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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

聞いて楽しいおはなし会

『なぜ？解決！小学校６年分の算数が
教えられるほどよくわかる』
小杉

乳幼児対象

テーマ「冬のスペシャルおはなし会」
場 中央公民館
絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作など。 お楽しみに♪

拓也 ［著］
（ベレ出版）

日 12月19日
（木）10：30〜11：30

小学校１年生で習う「たし算
とひき算」から小学６年生で習

たんぽぽおはなし会

乳幼児対象

う「比例と反比例」まで算数の

つどいの広場「たんぽぽおはなし会」

日 12月27日
（金）10：30〜11：00

場 健康センター
絵本の読み聞かせなど。遊びに来てね♪

すべてを網羅しています。算数
の学び直しに、子どもに算数を

幼児・小学生対象

教えるために、必要な算数力が

しずくいしおはなし会

日 12月14日
（土）14：00〜14：30
日 12月28日
（土）11：00〜11：30

身につきます。索引もあり、便
利でためになる一冊です。

場 町立図書館
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！

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） 【蔵書点検により休館します】
●11月18日
（月）〜25日
（月）

【11・12月の図書館休館日】

※蔵書点検前の11月17日（日）までは、１人10冊まで貸

●毎週月曜日

りることが出来ます！

問合せ
図書館
（692 5959）
QRコードでHPへ簡単アクセス！

【年末年始休館】
●12月29日
（日）〜１月３日（金）

東京2020大会はドイツチームも応援しよう！ ver. ４
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発信して
います！今回は、ドイツ語でのあいさつを紹介します！
〈すぐ使える！ドイツ語講座‼〉
日本語

英語

ドイツ語

解説

おはよう

Good morning

Guten Morgen
（グーテン モルゲン）

英語と同じで「gut（よい）」と「Morgen（朝）」と
いう単語の組み合わせ。

こんにちは

Hello

Guten Tag
（グーテン ターク）

こんばんは

Good evening

Guten Abend
「Abend」は晩、夕方という意味。
（グーテン アーベン）

さようなら

Good Bye

Auf Wiedersehen
（アウフ ウィダゼン）

直訳すると「また会うときまで」という意味。実際に
顔を合わせているときに使う。

ありがとう

Thank you

Danke
（ダンケ）

丁寧な言い方は「Danke schön（ダンケシェーン）」

どういたしまして

You re welcome

Bitte
（ビッテ）

丁寧な言い方は「Bitte schön（ビッテシェーン）」

「Tag」は一日、日という意味。ややかしこまった言
い方。

これであなたもドイツ語マスター！
！
？ドイツ語を覚えてドイツへ行ってみましょう！

広報●教育しずくいし●2019●11●No.176●

016927-01[1-10].indd 5

5

2019/11/08 18:59

生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

報 告

心豊かに暮らせるまちへ… スポーツ情報

スポーツの秋に活躍！

各種スポーツ大会結果（※敬称略）

第34回岩手県中学校駅伝競走大会《10月４日（金）：花巻市日居城野運動公園陸上競技場》
【男子】５位 （髙橋心太郎・下川原航太・村田
【女子】13位 （白木 美樹・神田結衣花・村田

敬心・天瀬 海斗・和田 一護・深澤
葵・渡邉 野和・村田 菜音）

孝）

岩手県中学校新人大会結果（前期）《10月12日（土）・19日（土）・20日（日）：盛岡市立太田テニスコートほか》
★ソフトテニス
【女子】（ダブルス）
一回戦敗退
鈴木彩智・佐渡日菜々
★陸上（８位まで掲載）
【男子】
《１年》
100 m
３位 石田 龍翔
100 mH
８位 細川 隆清
共通 3000 m
３位 下川原航太
５位 和田 一護
110 mH
４位 川崎 卓磨
走幅跳
３位 川崎 卓磨

【女子】
《１年》
100 m
《２年》
1500 m
共通 200 m
800 m
走幅跳
共通 ４×100 mR

６位

藤田

唯愛
優勝した白木美樹さん

優勝 白木 美樹
７位 渡邉 野和
５位 白木 美樹
７位 後藤 茉緒
６位 藤田 唯愛、細川 愛、
後藤 茉緒、渡邉 野和

第48回スポーツ少年団秋季野球大会結果《９月28日（土）・10月14日（月・祝）：鴬宿運動場ほか》
【メインの部】
優 勝：雫石ダイナミックス
準優勝：御所ブルーサンダース

10/6

【育成の部】
優 勝：御所ブルーサンダース
準優勝：西山ボンズ

町民ハイキングで姫神山登山

今年の町民ハイキングは、盛岡市玉山区の姫神山に田代コースか
ら登山をしました。
前日に降った雨で足下がぬかるむ中、参加者42人が町山岳協会の
の案内で山頂を目指しました。途中、眼下に広がる緑の絨毯を眺め
気持ちを癒しながら、１時間半かけて山頂にたどり着き、周辺風景
を堪能しました。
姫神山の山頂で集合写真

町営屋外体育施設が冬季休場しています
次のとおり屋外施設が翌年４月まで冬季休場となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
◎鴬宿・西山運動場…４月10日（金）まで休場
◎町営野球場、テニスコート、運動公園内グラウンドゴルフコース…４月24日
（金）
まで休場
◎陸上競技場芝生グラウンド、御明神運動場…５月１日（金）
まで休場
※なお、陸上競技場の全天候部分は、積雪がない時に限りご利用が可能です。
※各施設とも営業開始時期は予定です。天候による整備状況で変更になる場合があります。
【問合せ】 町営体育館（692‑5030）

町内で行われる各種スポーツ大会
日
11月
12月

程

23日（土）〜24日（日）

大会名

場

所

岩手県中学校インドアソフトテニス大会

１日（日）

雫石町卓球選手権兼雫石町行政区対抗卓球大会

14日（土）〜15日（日）

小学生バレーボール雫石交流大会

町営体育館

※上記日程は、10月末時点でのものになります。大会当日までに変更になる場合もありますので、ご了承ください。

6

016927-01[1-10].indd 6

広報●教育しずくいし●2019●11●No.176●

2019/11/08 18:59

教育行政・学校のページ

定例会リポート／町内中・高校で文化祭／町立小学校で学習発表会／就学援助制度

教育委員会定例会リポート（９・10
10月）
月）
― ９月定例会

質疑応答編 ―

９月議会定例会における教育委員会関連の一般質問の内容や小中学校の不登校児童の状況、教職員の働き方改
革における教職員の現状などについて話し合われました。

― 10月定例会

議案編

以下の案件が可決されました ―

雫石町教育委員会表彰の受賞者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）

2〜19
0/12〜
10/

町内中・高校で文化祭が開催

10月12日に雫石中学校の文化祭「雫中祭」、10月19日には雫石高等学校の文化祭「思郷祭」が開催され、生徒は日頃の活
動の成果を思う存分発表しました。

雫中祭でのステージ発表

10/26

雫石高校茶華道部による茶席

思郷祭での高校生バンド発表

町立小学校で学習発表会が開催されました

各校の児童が日頃の学習成果を、
劇や合唱などで一生懸命発表しまし
た。
地域伝統の踊りや学校の特色であ
る演奏を披露する演目もあり、どの
学校も素敵な発表会を作り上げまし
た。

西山小３年
「もち米プロジェクト」

雫石小６年朗読劇「ヒロシマをわすれない」

七ツ森小「金管演奏」

御明神小「全校合唱」

御所小６年劇「ミュージカル CATS」

就学援助制度（入学前支給）について
町教育委員会では、令和２年４月に小・中学校に入学予定のお子さんがいるご家庭で、就学援助の対象となる方に、新
入学児童生徒学用品費等（入学準備に必要な費用）を入学前に支給します。
希望する方は、令和元年12月20日（金）
までに申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて学校教育課まで提出して
ください。なお、制度の詳細や申請書の様式は町ホームページに掲載しています。
【問い合わせ】学校教育課（692‑6412）
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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 西山小学校

〜歴史を積み重ねる〜

№172

副校長

菊池

昌典

「上長山小学校」
「下長山小学校」
「西根小学校」
の３校が統合して、
平成30年４月に開校した西山小学校が２年目を迎えました。
昨年度は３校のやり方を尊重しながらも、西山小学校としての行事の進め方を模索した１年となりました。今年度は昨年度の
良さと課題面を生かし、教職員と保護者との共通理解のもと、子どもたちのために改善が必要なところは、どんどん改革を進
めました。子どもたちも２年目の西山小を盛り上げようと運動会などの様々な行事で活躍しました。
そんな子どもたちの成長に特にも驚いたのは、10月３日に行われたマラソン大会です。なんと大会新記録が続出し、２位、
３位の児童も昨年度の記録を上回っている学年がありました。子どもたちの力の高まりを実感した１日となりました。西山小
の子どもたちは着実に伸びています。もちろん、今年の西山小の取り組みが100点満点ではないかもしれません。しかし、昨
年より今年、今年より来年と毎年西山小をよりよくしようとする歴史の積み重ねが、子どもたちを大きく成長させる原動力に
なっているのだと思います。

両軍キャプテンが宣誓。気合十分！

高学年女子が元気にスタート

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『かわいい マンション』

まつばら

２年

し

作品『遊園地？」』

ほ

松原 志 歩

女子に続いて男子の力強い走り

しょうじ

さん

４年

自由研究『東成瀬小勉強法』

つむぎ

庄司 紡

すず き

さん

６年

こうせい

鈴木 康生 さん

〇はじめてカッターをつかって作品を作
りました。まどの形をいろいろと考えて、
かわいいマンションにしました。ブラン
コもつけてたのしく作ることができまし
た。

○最初にスタートからゴールに行けるよ
うに橋を作りましたが、坂が急すぎて上
れませんでした。失敗を生かして橋を作
り直し、作品ができあがってうれしかっ
たです。

〇ぼくは、自分の勉強法を振り返り、こ
の研究をきっかけに自分の勉強方法が冬
休みまでに少しでも変わればいいなと思
い、この研究をしました。

◆ハサミとは違った切り方ができるカッ
ターのよさを活用した教材。おもしろい
窓の形から、中は何が見えるのかドキド
キ感もあって楽しい作品ですね。

◆すべり台や建物、トンネル、カーブの
コースに筒状の柱。カラー段ボールとい
う素材の特性を生かし、楽しくビー玉が
転がる工夫がいっぱいの作品です。

◆学級の友達も驚いた自由研究でした。
みんなのいい刺激になり、みんなで自分
はどのようにこれから勉強していくか考
えてみました。とても素晴らしい研究で
したね。
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募 集

第62回雫石町無形文化財芸能祭

岩手地区音楽祭

せ

お知ら

ト

イベン

大人のためのおはなし会

イケてるおやじ & マダム学園「朗読鑑賞会」
一般参加大募集！

第５回しずくいし少年少女合唱団発表会
第14回雫石町民ゲートボール大会

厨房レッスン
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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56回〉 Ｍ編第７回

早起き野球県大会優勝！ベアーズの皆さん
高橋 孝輔さん（ヘッドコーチ）
、櫻田 大河さん（ピッチャー）、
細川 一茂さん（キャプテン）
、千葉 譲二さん（ファースト）、
村田 康熙さん（セカンド）
、村田 亙さん（サード）
今回は、10月20日（日）
に行われた第49回県早起き野球選手権で昨年準優勝の雪辱
を晴らし、雫石町のチームとして見事20年ぶりに優勝を飾ったベアーズの皆さんに
お話を伺いました。
（Ｍ）県大会での戦いぶりや優勝した感想を教えてください。
（高橋 孝輔さん：以下（高））県大会の初戦から３回戦まで
は、最初相手チームに負けていたのですが、逆転勝ちを狙っ
て、全員で諦めずに頑張りました。普段、ベアーズとしては
練習の機会を設けていなかったのですが、チームワークと選
手個々の能力もあって「全試合ノーサイン」で勝つことが出
来ました。
（Ｍ）ベアーズはどういうチームですか？
（千葉 譲二さん：以下（千）
）全員で25人で、メンバーの年
代は一番多い20代から、60代までです。町内で活動している
朝野球チームの中で一番古いチームだと思います。３年前に
40周年を迎えました。偉大な先輩方のおかげで今も続いてい
ると思います。その先輩方も何人かチームに残っています。
ほとんどのメンバーがベアーズ以外に町外の野球チームなど
にも所属しています。
（Ｍ）みなさんはどうしてベアーズに入ろうと思ったのです
か？
（千）私は先輩方に誘われて入団しました。他の４人はキャ
プテンが声をかけて入団してくれました。
（細川 一茂さん）ベアーズは、最初「天戸ベアーズ」とい
うチーム名で、天戸行政区の野球チームでした。私の地元で
もあったのと、先輩から誘われたのもあって、高校を卒業し
てベアーズに入りました。最初は弱いチームだったのです
が、やはり勝ちたいという気持ちがあって、今日来ているメ

見事県大会初優勝を飾ったベアーズ

後列左から千葉さん、高橋さん、櫻田さん、
村田（康）さん
前列左から細川さん、村田（亙）さん

ンバーに、大学を卒業したら一緒にやろうと声をかけて、み
んなが入って来てくれました。
（Ｍ）みなさん普段はどんなお仕事をされているのですか？
（村田 康熙さん）今日来ているメンバーは、建設業・運送
業・サービス業・農業・公務員・会社員です。
試合は主に土日なので、仕事が休みの人が試合に出ます。
朝５〜７時が試合なのですが、その後に仕事へ行ったりしま
す。
（高）仕事の合間に来るメンバーもいます（笑）。
（Ｍ）朝野球以外に地域で参加している活動は何かあります
か？
（村田 亙さん）国道46号フラワーロード一斉植栽に参加し
ました。消防団にも何人か入っています。

インタビュー中も和気あいあいと話すメンバー

（Ｍ）来年に向けて目標はありますか？
（高）まずは楽しく、そして２連覇出来たらと思います。町
大会から県大会へと、１回も負けずに優勝したいですね。特
にも、同じ町内の「リラックス」というチームには昨年・今
年と２回負けているので勝ちたいと思います。
（Ｍ）読者のみなさんにメッセージをお願いします。
（櫻田 大河さん）雫石町は野球のレベルが高いのですが、
チームが減ってきているので、もっと朝野球や雫石町を盛り
上げたいです。
（全員）是非、ベアーズに！

あとがき
今年も雫石町総合芸術祭が11月２日から４日まで開催されま

地面に積もっている落ち葉の上を歩く時の「ザクザク」とい

した。出展された作品はどれも力作揃いでした。舞台部門の発 う音は、熊よけにもなるそうで、この時期は熊鈴の代わりにな
表も素晴らしく、奏でる音色やダンスにうっとりしました。来 るよと先輩方から教えてもらいました。音を立てながら歩いて
年は皆さんも、出展・出演してみませんか？（ハ）

みると、つい楽しい気持ちになります。（ホ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2019
（令和元）年11月号 （11月14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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