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令和元年度メディア標語コンクール　入選作品…学校名・学年は令和元年度当時のものです。

たくさん収穫できました！
� 七ツ森小学校の児童が稲刈り体験
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できごと紹介　2020.10月

　10月３日に御明神小学校の運動会、10日に雫石中学校の体育祭が開催されました。
　例年、両校の運動会と体育祭は５月に開催されますが、今年はコロナ禍により10月に延期されました。児童生徒は、
これまでの練習成果を発揮し、全力で頑張る姿を家族や地域の方に見せることができました。

　10月24日に町内小学校の学習発表会と雫石高校の
文化祭「思郷祭」が、25日には雫石中学校の文化祭
「雫中祭」が行われました。
　各校は、来場者を保護者に限定し、マスク着用や
手指消毒を徹底するなどの感染症対策を取りなが
ら、それぞれが取り組む伝統芸能や合唱などを披露
しました。

雫石小学校

御明神小学校

雫石中学校

西山小学校

雫石高校

七ツ森小学校

御所小学校

御明神小学校６年生の100ｍ徒競走

みんなで一致団結！「御明神小学校運動会」、「雫石中学校体育祭」が開催

町内の学校で学習発表会、文化祭を開催

雫石中学校各組団長による選手宣誓

10/3・10

10/24〜25



3広報●教育しずくいし●2020●11●No.188●

昨年度の実践報告の様子 昨年度の講演会の様子

しずくいしの教育

特 集 教育振興運動の取り組み②
　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！

　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・地域・行政が連携した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】12月５日（土）9：00～11：05（受付8：30～）
【場　所】中央公民館　野菊ホール
【内　容】※内容が変更となる場合があります。
　・雫石町教育委員会表彰式　　・メディア標語コンクール表彰式　　
　・雫石高等学校実践区からの活動報告
　・講演会　　演題『安代小学校コミュニティ・スクールのあゆみ』
　　　　　　　講師　八幡平市立安代小学校　校長　國安　裕之　氏
　　　　　　　講師紹介
　　　　　　　　盛岡市出身。平成30年４月から、八幡平市立安代小学校校長に着任し、同校のコミュ
　　　　　　　ニティ・スクール立ち上げに尽力。

　町教育振興運動推進協議会では、町共通の課題「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
ムデー」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。

12/5（土）開催！令和2年度雫石町教育振興運動実践交流会

ノーゲームデーへの取り組み

【問い合わせ】生涯学習スポーツ課（692-4181）

この日は、ゲームをしないで過ごしましょう！

★ 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。

☆第２回ノーゲームデー☆
11月24日（火）

第 1回ノーゲームデー達成率

94.3％

講師の國安さん
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【開館時間】 �
　9：00～17：00（水・金曜日は18：00まで）
【11・12月の図書館休館日】
●�毎週月曜日
※�11月23日（月）は祝日開館し、24日（火）に休館し
ます。

【蔵書点検により休館します】
●11月9日（月）～16日（月）
【年末年始休館】
●12月28日（月）～１月４日（月）

　映画やドラマになった小説などを展示・貸出します。
【期間】11月29日（日）まで
【場所】図書館内企画展コーナー

　天文学や宇宙科学と言えば、
難しそうだなと及び腰になりそ
うな分野ですが、本書は、星空
などの身近な天文学から、宇宙
を理解するための物理や科学の
基礎、星を見る楽しさまで、優
しく教えてくれる一冊です。

『図解　身近にあふれる「天文・宇宙」が
３時間でわかる本』

塚田　健/著（明日香出版社）

企画展「映画・ドラマになった本」

読書の壺　今月のこの一冊 聞いて楽しいおはなし会

今月の一冊・イベント情報　－雫石町立図書館－

 問い合わせ 
図書館（692–5959）
QRコードでHPへアクセス！

お知らせ（図書館の利用について）

たんぽぽおはなし会
テーマ「木の実　どんぐり　くり　あけび」

日 11月19日（木）10：30〜11：30　場 中央公民館
絵本の読み聞かせ、紙芝居など。お楽しみに！

しずくいしおはなし会
日 11月28日（土）11：00〜11：30　場 町立図書館
日 12月12日（土）14：00〜14：30　場 町立図書館
日 12月26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！

町健康センターつどいの広場「たんぽぽおはなし会」
しばらくの間、中止とさせていただきます。

幼児・小学生対象

乳幼児対象

乳幼児対象

上原先生から
図書が贈られました

　上原小児科医院院長の上原充郎先生から、町立図書館
へ図書を寄贈していただきました。
　平成26年から、毎年上原先生より図書を寄贈していた
だいており、今年で７回目となります。今回も「雫石の
子どたちの未来のために」という先生の思いが込められ
た、52冊およそ10万円相当の図書が贈られました。
　贈られた図書は、12月中旬から町立図書館で開催され
る企画展で、展示・貸し出しされる予定です。

　「奉
ほう

供
く

養
よう

庚
こうしんとう

申塔」が9月23日付で、町有形民俗文化財
に指定されました。
　庚申塔とは、「庚

こうしんまち

申待」という行事をある期間続けた
あかしとして建てられる石碑です。江戸時代には、集落
ごとに集まって家内安全や子孫繁栄、豊作などを祈る行
事として行われました。今回指定となった石碑は、雫石
町長山川母渕にあるもので、延宝8（1680）年に建立さ
れました。町内にある庚申塔の中では最古のもので、県
内においては５番目に古いものとなっています。

贈呈式で図書目録を渡す上原先生 指定された「奉供養庚申塔」

10/27 「奉供養庚申塔」が
町有形民俗文化財に指定報 告
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受け継がれる伝統 / おうちで軽運動 /町民ハイキング /各種スポーツ大会予定生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

町内で行われる各種スポーツ大会案 内

「受け継がれる雫石の民俗芸能」−第7回− 安庭あやつり人形芝居
シリーズ紹介

このコーナーでは、現在伝承されている演目や町無形民俗文化財に指定されている演目について紹介します。

　安庭の細川長二郎氏が秋田の吉田小
こ

若
わか

師の門に入って人形芝居を学
び、猿倉人形芝居の系統としては、岩手県内唯一の人形芝居として遠
く北海道や新潟まで巡業されました。頭

かしら

はハサミ式で、二対の人形を
両手に持って同時に動かし、特にも演目「十

お は こ

八番かんてつ」は好評を
博しました。現在は後継者不足により中断しておりますが、県立博物
館で開催中の企画展「個性派役者勢揃い～岩手の操り人形～」で、人
形をご覧いただけます。

安庭あやつり人形芝居と大村あやつり人形座が展示されています！
「個性派役者勢揃い～岩手の操り人形～」

場所　岩手県立博物館　期間　令和２年10月３日（土）～11月23日（月・祝）

安庭あやつり人形芝居〈町指定無形民俗文化財〉あやつり人形芝居保存会

演目の様子

おうちで軽運動～肩甲骨をほぐす～
　タオルを使って簡単にできる運動です。立っていても、椅子に座ったままでもできるので、ご家族みんなでチャ
レンジしてみましょう！

用意するもの　タオル（70～80cmくらいのもの）
やり方
①足を肩幅に開き、腕を前へ伸ばします。※写真①のとおり
　（椅子の方は、少し足を開いて同じ形を作ってください。）
②�息を吐きながら、心の中で１・２・３・４のリズムを唱え、両腕を後ろに引いて
　肩甲骨を寄せます。そのまま、深呼吸を３回します。※写真②のとおり
③同じリズムで息を吐きながら胸を戻し、３回深呼吸します。
④休みを入れながら、自分の適量回数で②～③を繰り返します。
ポイント
・�胸を出す動作と戻す動作は、必ず息を吐きながら行いましょう。
・胸を出すときは、無理のない範囲で行ってください。
・②が難しい方は、両腕を胸の前へ引く動作を行ってみてください。
・痛みを感じた時は、運動を中止してください。
・9月号で紹介した背中を伸ばす運動と組み合わせると、より効果的です。

写真①

写真②

　今年は感染症対策を行いながら、夏油高原スキー場ハイキングコースを登りま
した。秋空のもと、参加者22人は町山岳協会のガイドを受けながら、山頂を目指
しました。途中、眼下に広がる緑の絨毯を眺めて気持ちを癒しながら、１時間半
かけて山頂にたどり着き、美しい秋の風景を堪能しました。

紅葉の夏油高原を歩く「町民ハイキング」10/11

ハイキングに参加した皆さん

日　程 大会名 場　所

11月 15日（日） 第46回雫石町内継走大会 町総合運動公園
29日（日） 第15回雫石町民ゲートボール大会 町ゲートボール場

※上記日程は、10月末時点のものになります。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 広報●教育しずくいし●2020●11●No.188●

教育委員会の会議は、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）

定例会レポート / 七ツ森小稲刈り / 雫石中家庭部教育行政・学校のページ

～教育委員会定例会レポート（10月）～

・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
＊次回の教育委員会議は、11月24日（火）10：00 〜、雫石町役場2階201号会議室で開催します。

　町長と教育委員会による総合教育会議は、双方が教育分野の
課題や目標を政策と連携させることで、より一層有効な教育行
政を行うために開催されています。今回は、「コミュニティ・
スクール制度移行の進捗状況」などについて話し合われました。

― 教育委員会議で、以下の内容が話し合われました―

　七ツ森小学校の５年生は、総合的な学習の時間で、田植や稲の生育状況
の観察などを行っており、ついにこの日、待ちに待った稲刈りを迎えました。
　児童たちは、稲を刈る人と束ねる人とで役割分担をして協力しながら作
業を進めました。「ずっとしゃがんでいて腰が痛いけれど、たくさん収穫
できた」と話し、農作業の苦労と実りへの感謝の気持ちを学びました。

マーケティングを学ぶ講習会
　６次産業化の知識を深めるため「食のプロフェッショ
ナルアドバイザー」派遣事業を活用し、講習会が行われ
ました。
　講師には、㈱マイルストーンと岩手志援㈱両社の代表
取締役である鈴木勝美さんを招き、産業の基本やパッ
ケージの方法、宣伝の仕方などを学びました。参加した
部員は、マーケティングにおける重要なポイントを学び、
軽トラ市出店に向けて意気込んでいました。

軽トラ市に出店
　例年出店している「しずくいし産業まつり」が中止と
なったことを受け、軽トラ市に出店し部員みんなで育て
たサツマイモなどを販売しました。今回の出店では「歳
末助け合いチャリティーショー」の中止を受け、販売に
より得た収益金を赤い羽根共同募金に寄付することにし
ています。
　当日は、講習会で学んだことを活かして販売すること
ができました。

秋の実りに感謝！七ツ森小児童が稲刈り体験

６次産業化に取り組む雫石中・家庭部　コロナ禍でも地域のために活動

10/7

協力して作業する児童

総合教育会議の様子

10/20　総合教育会議レポート

講師の鈴木先生と記念撮影 軽トラ市に出店する家庭部の皆さん

10/13 11/1
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大会結果 / 雫石高の取り組み教育行政・学校のページ

中高授業研究会
　雫石高校１年生の授業を、雫石中学校の先生が参観しました。生徒
の中には雫石中学校の卒業生もおり、中学３年生の時に担任だった先
生が、高校での様子を見守りました。その後、先生方は生徒の様子や
教科指導について情報交換を行いました。

将来ビジョン見直し検討委員会
　町教委は、雫石高校の存続を目指した「雫石高校将来ビジョン」の
見直し年度である今年、ビジョン見直し検討委員会を立ち上げました。
１回目の検討委員会には雫石高校の生徒会長ら12人が参加し、入学者
確保に向けた話し合いを行いました。参加生徒は「SNSや動画を活
用し、生徒会が先導して高校の魅力を紹介したい」と意気込みを語り
ました。

雫石中３年生が雫石高を見学
　見学会では、郷土芸能委員会による演舞の披露やキャリア教育支援
事業「雫高虹色コンパス」など学校独自の取り組みが紹介されました。
　その後、生徒は各班に分かれて実際の授業を見学し、自身の進路選
択の視野を広げていました。
　雫石高校は今後、公式インスタグラムアカウントを開設し、情報を
発信していく予定です。

スポーツの秋に大活躍！各種スポーツ大会結果（敬称略）報 告

【軟式野球】� ２位

【バスケットボール（男子）】� ３位

【陸　　上】�

《共通男子800ｍ》� １位　楢山　考輝

《共通男子400ｍ》� ２位　石田　龍
りゅうと

翔

《共通女子800ｍ》� ３位　村田　菜
な の

音

１年女子1500ｍ� １位　吉田　夢
ゆめ

望
の

１年男子100ｍＨ� １位　坂上　大
たいせい

晟

10/17～18　岩手県中学校新人大会（前期）結果

10/17　第50回岩手県早起き野球選手権　結果

２年連続優勝を果たしたベアーズの皆さん

ベアーズ　優勝

　雫石町の野球チーム「ベアーズ」が、盛岡市営球
場で開催された決勝戦に臨みました。決勝戦では、
チームの持ち味を十分に発揮し、２年連続優勝を勝
ち取りました。コロナ禍でチーム練習ができない中、
地道に自主練習を積み重ねて手にした勝利でした。

雫石中学校と連携！魅力を発信する雫石高校の取り組み

授業を見守る雫石中の先生

意見を出し合う委員の皆さん

高校の取り組みを真剣に聞く雫石中の生徒

10/1

10/8

10/19
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がんばっている子どもたちの様子を伝えたい！

コロナ禍の感染対策と教育活動の工夫
シリーズ「輝」

№184
副校長　髙橋　雄賢

２年生　瀧
たきさわ

沢　和
かず

希
き

　さん
○がんばったところは、かぶとのつの
を立てたところです。かぶとをつけて、
よろいをきせて、せんしのように作り
ました。小さくてかわいいねずみが、
力強くなりました。
◆紙袋をくしゃくしゃにして、好
きな形に作っていきました。モー
ルや紐を耳や首に巻いたり、色紙
を重ねて貼って鎧を作ったり、細
かいところまで工夫しています。

作品『かぶとを かぶった ねずくん』

しずくいしギャラリー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－

暖かみのある廊下

秋の大運動会

３年生　夷
えぞもり

森　結
ゆ き と

希人　さん
○くわがた虫の足を曲げて、大きなく
わがた虫にしました。からだの部分を
赤色と青色をまぜて紫色にしました。
緑色や黄色もある、にじ色くわがたを
作って楽しかったです。
◆大好きなくわがた虫を用紙いっ
ぱいに作っています。たくさんの
色を混ぜて素敵な色に仕上げまし
た。光が差し込むと、さらに素敵
な虹色くわがたに輝きますね。

作品『にじ色くわがた』

５年生　北
きた

田
だ

　有
ゆ き な

希奈　さん
○美しい紅葉の写真を選びました。
葉っぱの色をぬるときに、赤や朱色、
黄色を混ぜて色を作りました。カラフ
ルな絵に仕上がったので良かったで
す。
◆写真から広がる世界を描く学習
です。まず枝の続きを描き、色を
作りながら紅葉の葉を表現してい
きました。今の季節にぴったりのと
ても素敵な作品に仕上がりました。

作品『紅葉の世界』

　令和２年度は9人の新入生を迎え、全校児童75人、
教職員17人でスタートしました。8月からは、新型コ
ロナウイルス感染症防止のため、スクールサポートス
タッフが配置され、教職員は18人体制となりました。
　校舎は大規模改修を終え、廊下の壁面には学校林を
活用した腰板が貼られ、明るく暖かみのある綺麗な校
舎となりました。給食室の厨房も改修し、最新の機械
が備えられ、毎日おいしい給食をいただいています。
　本校の運動会は、10月３日に行われました。児童会
スローガン「全力を出して　自分を超えろ！」を合い
言葉に、保護者や地域の方々に新型コロナウイルス感
染症対策の協力を得ながら、実施することができまし
た。６年生を中心にアイディアを出し合い、大声を出
さない動作や、統一感を前面に出した応援など、新し

いカタチの運動会をつくりあげました。コロナ禍で児
童が工夫と力の限りを尽くした運動会は、保護者の
方々にも大変好評でした。
　今後も、保護者や地域の方々に新型コロナウイルス
感染症対策の協力を得ながら、児童のために今できる
ことを最大限考え、実践して参ります。

シリーズ「輝」＋しずくいしギャラリー　御明神小学校

修学旅行で平泉を訪れた６年生
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募　集 お知らせ イベント
心豊かに暮らせるまちへ…

お知らせ掲示板

　感染症対策拡大予防のため、社会教育施設や社会体育施
設をご利用の際は、以下についてご協力をお願いします。
・�日頃から健康観察を行い、少しでも不調を感じたら利用
をやめましょう

・�こまめな手洗いや手指消毒を徹底し、マスクを着用しま
しょう

・�換気や人と人との距離を保つなど、密閉、密集、密接の
「３つの密」を避けましょう
　また、各施設で開催予定のイベントは、感染状況によっ
て延期もしくは中止となる場合があります。あらかじめご
了承ください。

　今回は「海老のチリソース」などを作ります。
�日　時�　12月9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皆さん
�定　員�　12人
�受講料�　１人500円
�申　込�　11月19日（木）8：30から中央公民館へ（692-4181）

町営屋外体育施設冬季休場のお知らせ

社会教育施設（公民館など）・社会体育施設（体育館など）を
ご利用の皆さまへ

入学準備に必要な費用を支給します
就学援助制度

～かんたん中華をマスターしよう～
厨房レッスン

大人のためのおはなし会

　日頃の練習の成果を歌声に乗せてお届けします。ぜひ、
お誘いあわせのうえご来場ください！
�日　時�　12月20日（日）13：30開演（13：00開場）
�場　所��中央公民館�野菊ホール
�入場料��無料　※無料託児室あります
�整理券配布��中央公民館・各地区公民館
�その他�� ・ご入場の際はマスク着用をお願いいたします。
　　　　・�新型コロナウイルス感染者が発生した場合の連

絡先として、入場整理券に氏名と連絡先のご記
入をお願いいたします。

�問合せ��中央公民館（692-4181）

　11月23日（月・祝）に開催を予定していた第63回雫石町無
形文化財芸能祭は、新型コロナウイルス感染症拡大防止な
どの観点から、中止することとなりました。
�問合せ��生涯学習スポーツ課（692-4181）

　語り、ストーリーテリング、朗読など、お話を語ること
に興味のある方、お聞きになりたい方はぜひご参加くださ
い！
�日　時��12月６日（日）13：00～15：00
�場　所��中央公民館　視聴覚室
�対　象��どなたでも（語り手と聞き手を募集します）
�参加料��無料
�申　込���語り手は11月29日（日）まで、聞き手は当日までに

町立図書館へ（692-5959）
　　　　※�語り手の方は、読みたい本のタイトルもお伝え

ください。

第6回しずくいし少年少女合唱団発表会

　参加チーム募集中です。スティックなどの用具を持って
いない方には、貸し出しもあります。
�開催日��11月29日（日）
�場　所��町営屋内ゲートボール場
�参加資格���町内在住または町内に通勤、通学する小学３年

生以上の方
�参加料��無料
�チーム編成�
　原則、行政区対抗とし、チームは５～8人構成とします。
参加者が５人に満たない行政区は１人からでも参加できま
すが、事務局で混合チームを編成したうえでの参加になり
ます。希望により、監督や主将を町ゲートボール協会から
派遣します。
�申込・問合せ�
　所定の用紙により、11月20日（金）までに下記へお申し込
みください（用紙は下記施設に備え付けてあります）。
・町営体育館（692-5030）
・町営ゲートボール場（695-2031）

第15回雫石町民ゲートボール大会

第63回雫石町無形文化財芸能祭
中止のお知らせ

　町教育委員会では、令和３年４月に町立小・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
場合には、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。
�提出書類���申請書は町HPからダウンロードできます。必

要事項を記入のうえ、添付書類と共に学校教育
課へご提出ください。

�提出期限��１月22日（金）
�問合せ��学校教育課（692-6412）

　以下の屋外施設が、翌年４月下旬まで冬季休場していま
す。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

陸上競技場芝生グラウンド、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、鴬宿運動場、
御明神運動場、西山運動場

※陸上競技場の全天候部分は、積雪時以外ご利用可能です。
�問合せ��町営体育館（692-5030）
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（ I ）ダンスを始めたきっかけを教えてください。
（久慈さん：以下（久））学生時代は器械体操の選手を
していて、練習プログラムのひとつにダンスがありま
した。卒業後は、体を動かすことをしたいと思い、ずっ
と取り組んできたダンスを本格的に始めました。

（Ｉ）雫石ダンススタジオをオープンしようと思った
のは？
（久）ダンスを本格的に始めてから、ダンスの基本で
あるバレエや、当時流行していたジャズダンス、さら
には器械体操選手時代の経験からエアロビクスの仕事
をたくさんいただきました。夫は職業柄、転勤が多かっ
たのですが、子どもが小学生になったこともあり、雫
石で落ち着いて子育てをしたいという思いもあって、
雫石でスタジオをオープンすることにしました。
（Ｉ）雫石ダンススタジオのレッスンについて教えて
ください。
（久）ダンスのクラスは、幼児や小学生のクラスと大
人のクラスがあります。大人クラスのレッスン生は体
幹強化のため、ダンサー用のピラティスもレッスンに
含まれていて、踊りの安定感につながっています。ダ
ンスとピラティスのレッスンが一緒に受けられるスタ
ジオは岩手では珍しいと思うので、とてもいいレッス

聞いてき
ました！

シリーズ対談・編集担当「 I」の小部屋
〈通算第68回〉I 編第7回

今年で創立30周年！雫石ダンススタジオ
主宰　久慈　幸恵さん

ンができていると思います。ほかにも、健康のための
フィットネスクラスとして、ローインパクトの運動や、
ピラティスを行うクラスもあります。
（Ｉ）30周年を迎えた感想とこれからの目標について
教えてください。
（久）30年は本当にあっという間でした。これまでた
くさんの方にお世話になったので、恩返しとして生徒
をたくさん育て、いろんなところで雫石をPRできれ
ばと思います。また、４年ほど前から娘と一緒にスタ
ジオをやっており、ゆくゆくは若い人の後押しができ
る体制にバトンタッチしていきたいです。実は、先日
の30周年公演で、２年前に踊った演目を披露したので
すが、体を２年前の状態に戻すのが大変でした。ここ
から先のダンスとの向き合い方について、自分の舞踊
のあり方を探していきたいと思っています。

（Ｉ）読者へのメッセージをお願いします。
（久）ダンスというと、ある特殊な人がやるイメージ
を持たれがちですが、ぜひ公演やレッスンに足を運ん
でいただいて、実際にご覧いただきたいです。お稽古
している子どもや大人はごく普通の人なので、ダンス
をもっと身近なものとして触れてほしいです。

　今回は、1990年に「雫石ダンススタジオ」をオープンし、今年で
創立30周年を迎えた久慈幸恵さんにお話を伺いました！

インタビューの様子

先月開催された30周年公演の
パンフレットを持つ久慈さん

30周年公演の様子
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　だんだんと秋が深まってきましたね。秋といえば、食欲の秋！
ということで、旬のサツマイモをよく食べています。レンジでチ
ンしてふかしイモにするも良し、しょうゆと砂糖で煮るも良し…
と、レシピのバリエーションが豊富だと気付きました。今度はき
んぴらにしてみようかと思います！� （ I ）

　10月の終わり、久しぶりに晴れた休日だったので、網張方面へ
紅葉を見に行ってみました。車から見える黄・オレンジ・茶色の
色彩がとても綺麗で、見ていて飽きません。目的地はだいぶ落ち
葉となっていましたが、踏み締めるのもまた良し。あっという間
に冬が訪れる気配です。� （Ｍ）

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

あとがき


