校

令和2年度メディア標語コンクール

撮影/伊藤 孝広

情報が満載！

歴史文化 スポーツ

生涯学習 文化芸術

教育行政 学

雫石の
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入選作品…学校名・学年は令和2年度当時のものです。

ネットには

きけんがいっぱい

岩手県中学校総合体育大会の結果は6ページに掲載しています。

〔 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 〕

たか はし

り

く

★できごと紹介 ２
★特集、富士市交流事業 3～4
★生涯学習・文化芸術・スポーツ情報 5～6
★教育行政・学校情報
定例会レポート/シリーズ「輝」など 7～8
★お知らせ掲示板 9
★雫石の魅力再発見/しずくちゃん探検隊 10

かくれてる（髙橋 凛空さん 西山小 3 年）

晴れ晴れと
選手の笑顔に
金メダル

教育しずくいし
教育

雫石町教育委員会広報紙

できごと紹介
7/13

2021.7月

雫石高校生徒会役員選挙

雫石高校の生徒会役員選挙が行われました。生徒会長を始
めとする13人の役員を改選するため、それぞれの立候補者と
推薦者の演説がありました。
同時開催の選挙学習の中では、先生から選挙制度の説明や
実際の投票の流れなどの説明がありました。その後、生徒は
国政選挙などで実際に使う記載台や投票箱を使い、受付から
投票用紙をもらって投票を行いました。

7/15

大事な一票を投票します

雫石中 租税教室

雫石中学校の3年生を対象に租税教室が行われました。
雫石町役場税務課職員を講師に、主な税の種類や使われ方

の説明がありました。税が無くなったらどういう社会になる
のかをテーマにしたＤＶＤの鑑賞を通して、税がどういった
ことに使われているのかを学習しました。
その後、課題に取り組んだ生徒たちは、公平な負担につい
て理解を深めました。

7/26~

しずくいし子育ち寺子屋

昨年度から始まった「子育ち寺子屋」事業。雫石公民館で
の開催に加え、今年度から御明神公民館でも行われました。
御明神公民館には20人ほどが、雫石公民館には40人ほどの児
童が参加し、夏休みの宿題をしたり、友だちと遊んだりしま
した。
参加した児童は、「いっぱい遊べて楽しかった」「たくさん
勉強ができた」と、充実した顔を見せていました。

2

公平な負担について考えましょう

7/27 雫石公民館 寺子屋

勉強に集中！

7/26 御明神公民館 寺子屋

7/27 雫石公民館 寺子屋

分からないところは大人に聞きましょう

体操で体もリフレッシュ！

7/26 御明神公民館 寺子屋

7/28 御明神公民館 寺子屋

遊ぶ時は思いっきり遊ぶ

ダンボール工作にも挑戦しました
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特集

小中学校でタブレット活用が始まっています
文部科学省が提唱する「GIGA スクール構想」。
全ての子どもたちに個別最適化された学びの提供

などを目的に、全国一律に学校現場の ICT 化が進
められています。
雫石町では既に児童生徒に１人１台タブレット
端末が配備されており、気になることや分からな
いことをインターネットを使って調べる、授業に
関わる画像や動画を閲覧する、カメラ機能を使っ

て違いや変化の様子を比べてみる、学習用ソフト
でドリル学習をするなど、授業での活用が始まっ
ています。
児童生徒が ICT 機器の操作を習得しながら、将

町長も興味深々

来的には、カメラ機能を用いたネットワーク上の
コミュニケーションや、タブレット上での小テス

ト、さらには学習用ソフトを用いた自主学習など
への活用を想定しています。
子どもたちも楽しそうに端末を操作しています。
今後の発展が楽しみです。

このタブレットを使っています

タブレットはこうやって収納します

メディアとの上手な付き合い方～健康なこころとからだを保つため～
タブレット端末やスマートフォン、ゲーム機など、メディア機器は便利で楽しい反面、使い方によっては

悪影響を及ぼすことがあります。ルールを守って、正しい使い方、節度ある使い方を心がけ、健康なこころ
とからだを保ちましょう。
お家でも話題にしよう
１

夜9時以降のゲーム、オンライン通信、通話をしません。

・お家での落ち着いた時間と、よい睡眠を大切にしましょう。
２

スマートフォン、ゲームなどの Web 上でも、誰かと向き合っている時でも、自分や人を大切にします。
・Web 上に言葉や画像などの情報を掲載することは、そのつもりがなくても、誰かを傷つけたり、自分
が傷つけられたりしてしまうことがあります。簡単に掲載しないようにしましょう。
・ご家庭では、子どもが使用しているスマートフォンなどの利用状況を把握し、フィルタリングを設定す
るなど安全・安心を守りましょう。

３

困ったこと、悩んだことがあるときは、誰かにその気持ちを伝えましょう。相談されたら、まず、聞いて、
受け止めましょう。
・相談先は多いと心強いです。さまざまな相談先はこちら。
「児童生徒の主な相談窓口一覧 文部科学省ホームページ」

【問い合わせ先】学校教育課（692-6412）

広報 教育しずくいし

2021.8

No.197

3

特集２

富士市・雫石町少年交流事業

7月29日から31日まで、富士市・雫石町少年交流事業が行われました。この事業は、昭和46年の全日空
機と自衛隊機の衝突事故をきっかけに、事故の被害者が多かった静岡県富士市と雫石町の児童の交流を図
り、悲しい事故を後世に伝えていく目的で行われているものです。
今年度は、富士市から20人の児童が雫石町を訪れ、雫石町児童 20人と2泊3日で交流を深めました。
参加した児童は、「あっという間で、離れてしまうのが寂しいです」「新しい仲間を忘れずに、また交流
会に参加したい」と、友だちとの別れを惜しみながら、再会を約束しました。
小岩井農場

交流の家

沢あそび

小岩井農場

ナイトハイク

見学

森のしずく公園

小岩井農場

献花拝礼

バターづくり

森のしずく公園

チャグチャグ馬コづくり

手作り村

せんべい焼き体験

手作り村

見学

交流の家

交流の家

レクリエーション

交流の家

帰郷式

慰霊堂見学

レクリエーション

富士市のみなさん

また会いましょう

帽子に寄せ

書き
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今月の一冊・イベント情報
読書の壺

雫石町立図書館

今月のこの一冊

『るるぶ宇宙』林 公代//監修（JTBパブリッシング）
旅行ガイドブック「るる
ぶ」
がいよいよ “ 宇宙 ” へ！

これまで当たり前だった
「旅行」が気軽にできない
現在、
「家でも楽しめる旅
行先」として今回選ばれた

のが宇宙。宇宙開発や宇宙
旅行の最新事情を分かりやすく紹介。そのほ
か、惑星の見どころ案内や、実際に購入でき
る宇宙食、宇宙関連スポットなどバラエティ
に富んだ内容です。お家で想像しながら、来
るべき宇宙旅行時代に備えましょう！

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）
【8月・9月の図書館休館日】
（月）
は祝日開館、9月21日
●毎週月曜日
（9月20日
（火）
は休館）

聞いて楽しいおはなし会
乳幼児対象

たんぽぽおはなし会
テーマ「きこえるよ虫の声」

日 9月16日（木）10：30～11：00

場 中央公民館
絵本の読み聞かせ、紙芝居など。お楽しみに♪

幼児・小学生対象

しずくいしおはなし会

日 8月28日（土）11：00～11：30

場 町立図書館

日 9月25日（土）11：00～11：30

場 町立図書館

日 9月11日（土）14：00～14：30

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！

乳幼児対象

町健康センターつどいの広場
「たんぽぽおはなし会」

日 8月27日（金）10：30～11：00
場 保健センター

絵本の読み聞かせなど。
あそびにきてね♪

問い合わせ
図書館
（692–5959）
QRコードでHPへアクセス！

コミュニティ・スクールの取組～地域と学校が一緒になって～
地域と学校が一緒になってよりよい学校づくりを進めるコミュニティ・スクールの取組が始まっています。

登下校の安全

～こどもの命を守る～
登下校中の交通事故が全国的に問題に

なっています。各小学校では、スクールガー
ドや見守り団体など、住民が登下校時の安

全・見守りを行っていますが、一方で担い
手の減少が課題となっています。
御所小では、PTA と連携し、農作業や
散歩をしながら子どもたちを見守る「なが

学校林体験学習～御明神小～
6月28日に、5、6年生が橋場地区にあ
る学校林で学校林管理会や保護者と一緒に
体験学習を行いました。天気がとても良く、
子どもたちは、植樹した杉の成長具合や下
草刈りに汗を流しました。
管理会の千葉さんは、「この体験を通し
て山に興味を持ってくれるといいな」と微
笑みました。

ら見守り」の取組を始めました。
自分の家の前で「おはよう」
「行ってらっ
しゃい」と声をかける
だけでも見守り活動に
なります。無理なく出
来ることから始めてみ
ませんか？

みんなで頑張りました
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生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

大会結果 / 各種スポーツ大会予定

地区中総体、県中総体結果（３位以上を掲載しています）
6月

岩手地区中学校総合体育大会結果（敬称略）

【サッカー】準優勝
団体
競 技 【軟式野球】優勝
【ソフトボール】準優勝
【バレーボール（男子）】優勝
【バレーボール（女子）】3位

【バスケットボール（男子）】優勝
【バスケットボール（女子）】優勝
【卓球（男子団体）】準優勝

【バドミントン（男子個人）】3位 金今稜和
個人
競 技 【バドミントン（女子個人）】3位 横森亜子
【バドミントン（男子ダブルス）】
3位 煙山悠太・嘉門凌玖
【柔道（60 kg 級）
】優勝 杉本零、準優勝 大塚誠
【柔道（73 kg 級）】優勝 夷森弘法
【新体操女子個人（総合）】準優勝 高見柚名

【バドミントン（男子団体）】3位
【バドミントン（女子団体）】準優勝
【剣道（女子団体）】3位
【柔道（男子団体）】3位

7月

岩手県中学校総合体育大会結果（敬称略）

【軟式野球】優勝
団体
競 技 【バレーボール（男子）】3位
【バスケットボール（男子）】3位

【陸上（男子 110ｍハードル）】3位 細川隆清
個人
競 技 【陸上（女子 800ｍ）】3位 村田菜音
【水泳（男子 400ｍ個人メドレー）】3位 村田諒生

通信陸上競技岩手県大会結果
（３位以上を掲載しています）

個人
競技

【陸上（男子 110ｍハードル）】
3位 細川隆清
【陸上（女子 800ｍ）】
準優勝 村田菜音
【陸上（男子 800ｍ）】
3位 楢山考輝

案 内

県中学生テニス選手権大会結果
硬式テニス【女子（ダブルス）】優勝
煙山玲衣、平野ひまり

東北中学生テニス選手権大会結果
硬式テニス【女子団体】準優勝

平野ひまり、煙山玲衣、中屋敷優愛、杉田美羽、
晴山芽吹、福田陽菜、土樋燕

町内で行われる各種スポーツ大会
日

程

大会名

8月 21日（土）〜29日（日）

9月

7/28 東北大会出場者の町長表敬訪問
左から陸上部３人、野球部6人、水泳部1人

場

所

第74回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会盛岡地区予選

町営野球場

1日（水）〜2日（木）

第21回岩手地区中学校駅伝継走大会

総合運動公園

4日（土）〜5日（日）

令和３年度岩鷲旗争奪滝沢雫石東北交流大会

町営野球場・鴬宿運動場

15日（水）〜16日（木）

第47回盛岡市小学校球技大会（バスケットボール競技）

18日（土）〜19日（日）

令和３年度岩手地区中学校新人大会（バレーボール競技）

18日（土）〜19日（日）

第29回棗杯野球交流大会

18日（土）〜19日（日）

雫石町サッカー協会会長杯

町営体育館
鴬宿運動場

雫石スポ少カップ大会

御明神運動場

※上記日程は、7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。
※シリーズ紹介「受け継がれる雫石の民俗芸能」は、紙面の都合で今月号はお休みします。次号をお楽しみに。
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教育行政・学校のページ

定例会レポート / 学校教育

〜教育委員会定例会レポート〜
― 7/26 教育委員会議で、以下の内容が話し合われました―
・令和4年度に使用する雫石町立小・中学校教科用図書の採択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、8月25日(水)10:00 ～、雫石町役場2階201号会議室で開催します。
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）
よし ひこ

佐藤 嘉彦 教育長 就任の挨拶
令和3年7月１日付けで本町の教育長を拝命いたしました佐藤嘉彦と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
虹の似合う町、そして豊かな自然と人の温かみを感じる雫石町の教育行政の
先頭に立たせていただくことを光栄に存じますとともに、身の引き締まる思い
で一杯であります。

中学校校長を退職後、今年3月までの5年間、盛岡教育事務所に務めさせて
いただき、児童生徒の非行やいじめ、不登校を中心とした問題に関わらせてい
佐藤 嘉彦 教育長
ただきました。
本町の教育長に着任して間もなく、町内の小中学校を訪問させていただきま
したが、児童生徒が生き生きと明るく頑張っている姿にとても感動いたしました。特に雫石中学校の訪問で
は、自信に満ちた頼もしい3年生と直接会話ができ、わずかな時間でしたが、とてもすがすがしさを感じま
した。
微力ではありますが、雫石町のため一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。

7/12、13

雫中・雫高合同あいさつ運動

7月12日と13日の2日間、雫石中学校と雫石高校が合同で「あい
さつ運動」を行いました。
今年１月に引き続き2回目となる今回は、7月12日に現生徒会、
13日に新生徒会の生徒が中心となり、登校中の児童生徒や地域住民
に明るく元気に挨拶をしました。
この合同あいさつ運動は、雫石高校将来ビジョンに今年度新たに
加えられた『中学生と高校生の交流促進』の一環として取り組まれ
ているもので、雫中・雫高両校はさらなる連携を進めていきます。

7/19

みんなで挨拶をしましょう

御明神小学校 食育活動

食育活動の一環で、雫石町食生活改善推進員連絡協議会のみなさ

んを講師に、3年生がきな粉とごまの二色巻きを作りました。
児童はもち米にきな粉（緑）とごま（黒）を混ぜたきれいな二色
巻きを、協力しながら作っていました。

児童たちは、
「難しかったけど、楽しかった」、
「とてもおいしくて、
家でもまた作ってみたい」と、笑顔を見せました。
うまくできたかな？

【問い合わせ先】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」№192

西山保育園

シリーズ「輝」
＋しずくいしギャラリー

みんなの西山保育園☆にじいろ保育園
主任保育士

杉下 智晴

社会福祉法人雫石町社会福祉協議会が運営する西山保育園は今年度、園
児58人でスタートしました。昨年に引き続き行事の見直しを行いながら、
できる行事を楽しめるように準備と感染対策を行っています。
今年は、体育協会主催のチャレンジ教室を再開しました。うつぶせの状
態からかけっこをしたり、ソフトハードルを使って太ももをあげて跳んだ
りと身体の使い方を意識しながら楽しく体を動かすことが出来ました。
夏まつりでは屋台を5歳児が役割を決めて切り盛りしました。小さなお
友だちにも楽しんでもらえるように工夫して接する姿に、大きな成長を感 チャレンジ教室 よーいスタート
じました。
日々成長する子どもたちに、
「コロナ禍で行事が出来なかった」ではな
く「コロナ禍だけど楽しかった」という思い出をたくさん増やしてもらえ
るような保育を展開していきたいと思います。
また、にじいろ保育園は、昨年6月に元の御明神診療所を一部改築し開
園しました。0歳から3歳までを対象とした小規模保育園です。現在、7
人の園児が通っています。にじいろ保育園の保育目標は
「いっぱいあそぶ・
よくたべる・よくねむる」です。小規模保育園ならではの特徴を生かし、
家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの育ちに合わせながら遊び、美味しい給
何がすくえるかな？
食を食べ、心地よく眠ることで健やかにのびのび育つ、
「生きる力」を培っ
ています。
田沢湖線が目の前にあるため、踏切
の「カンカンカン！」の音が聞こえる
と窓際に走って見に行く子どもたちで
す。今年度は園庭の拡張を行い、年齢
に合った遊びが展開できるようになり
ました。砂遊び、泥遊び、水遊びと夏
の遊びを満喫したいと思います。
にじいろ保育園舎です

ボールプールたのしいな

子どもたちの力作を紹介します

しずくいしギャラリー

－本人
（〇）
と先生
（◆）
からのコメント－

作品「雨の日のあじさいとカエル」

作品「かたつむりさん、今 何時？」

作品「僕の大好きな虫たち」

3 歳児 長澤 悠真

4 歳児 平野 凛

ながさわ ゆう ま

〇はさみで切るのを頑張りました。
のりでつけるのが難しかったけど、絵
具で雨を描いたのが楽しかったです♪

ひら の

りん

〇筆と丸スタンプを使って、絵具で雨
の模様をつけるのが楽しかったです。
かたつむりの目は水色にしました♪
◆はさみで折り紙を慎重に切り、花びらを ◆四角い時計をはさみで慎重に切ってい
「何時にしようかな～」
作り、のりで貼りました。折り紙で蛙を作り、 ました。時計の針を
と考えながら楽そ
う
に貼っていました。
絵具をたらして雨を表現しました。

8

広報 教育しずくいし

2021.8

No.197

もりあい しゅうすけ

5 歳児 森合 柊 介

〇折り紙を三角に切って、ちょうちょを
貼りました。大好きなヘラクレスオオカ
ブトや虫の仲間もいっぱい描きました。
◆ヘラクレスオオカブトやとんぼの特徴を
捉えながら、とても丁寧に描いていまし
た。 太い幹がとても力強いですね！

心豊かに暮らせるまちへ…

お知らせ掲示板
令和３年度子どもの読書活動支援事業
本の修理講座～壊れた本を救うのはあなた～

新入学予定児童の健康診断を実施します
令和４年４月に小学校へ入学するお子さんの健康診断

初心者対象で、壊れた本の修理方法を学びます。当日は、
汚れてもいい服装でご参加ください。

を実施します。
対象となるご家庭には、９月中旬までに受診日時や場所

日

などを郵送でお知らせしますので、ご確認の上、必ず受診

場
定

してください。
お知らせが届かない場合や当日都合がつかない場合は、

講

時 9月9日（木）10：00〜12：00
所 雫石町中央公民館 調理実習室
員 先着10人
師 岩手県立図書館 指定管理者 松村 昭 氏
加藤 智春 氏

下記までご連絡ください。
参加料無料

問合せ 学校教育課（692-6412）

申

込8月12日
（木）
〜９月5日（日）

持ち物 カッターナイフ、
ハサミ、
筆記用具、
エプロン、
使い古

イケてるおやじ＆マダム学園
一般公開事業（映画鑑賞）

しの布巾/タオル、
定規
（ステンレス製 30〜40cm）

1943年に第18回直木賞を受賞した盛岡市の作家、森荘已

申込先 町立図書館（692-5959）

池の作品「蛾と笹舟」を盛岡の演劇人と県内から公募したス
タッフとで2017年に映画化。森荘已池が生まれ育った鉈屋

雫石町民相撲大会出場選手募集中

町を舞台に、戦時中のある家族の絆を描いた物語。胃癌の
祖父が海軍の孫にみせた愛情とは…。江幡平三郎氏の語り
にのせて、素焼きの植木鉢で奏でる不思議な音色と映像の
コラボ。
日
場

所 雫石町中央公民館 野菊ホール
容・映画「蛾と笹舟」上映（60分）

時 9月4日（土）
所 御所小学校
門小学校の部、
中学生の部、
一般の部
（団体戦、
個人戦）
※小学校団体戦は各小学校単位で、中学生及び一
般は各地区単位
（雫石、
御所、
西山、
御明神）
です。正
選手３人と控え選手2人の5人以内としてください。

・監督・坂田裕一氏と語りの江幡平三

参加料無料

郎氏のアフタートーク
（20分）
入場料 500円（入場券は中央公民館で販売中）

場
部

時 8月19日
（木）14：00〜
（13：30開場）

内

日

申
江幡平三郎

問合せ 中央公民館（692-4181）

込 8月27日
（金）
午後5時までに町営体育館備付の申込
用紙で申し込みください。

氏

問合せ 町営体育館（692-5030）

厨房レッスン
（令和３年度５回目）
今回から10月までの３回は、お正月に向けておせち料理

ゲレンデ登山ウォーク
普段リフトで登っているゲレンデをじっくり歩いてみま

を一品ずつ学びます。

せんか？整備された登山道を登ります。

日

日

時 9月8日
（水）10：00〜13：00

時 8月21日
（土）
10：00〜12：00

場

所 中央公民館 調理実習室

場

所 網張ビジターセンター

定

員 15人

定

員 5人

師 町食生活改善推進員連絡協議会の皆さん

参加料 400円

講

講

師 網張ビジターセンター解説員

受講料 500 円

申

申込先 中央公民館（692-4181）

申込先 網張ビジターセンター
（693-3777、amihari@vanilla.ocn.ne.jp）

夏休み自由研究展を開催します
夏休み中に小学5、
6年生が取り組んだ自由研究を中央公
民館に展示します。
子どもたちの研究成果をご覧ください。
日

時 ９月３日（金）〜12日（日）8：30〜17：15

場

所 雫石町中央公民館 野菊ホールロビー

問合せ 中央公民館（692-4181）

込 電話またはメールにて申し込みください。

社会教育施設（公民館など）
や社会体育施設
（体育館など）
をご利用の皆さまへ
各施設をご利用の際は、マスク着用や手指消毒、検温
などの感染症対策にご協力をお願いします。
感染状況により、開催予定のイベントが中止や延期と
なることがありますので、ご了承ください。
問合せ 生涯学習スポーツ課（692-4181）
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調理室に行ってみた

しずくいしの魅力再発見

しずくちゃん探検隊

新人隊員

～学校給食ができるまで～

プロフィール
【場所】西山小学校調理室【調理員さん】 髙橋、中屋敷、
西村
【7月8日のメニュー】
麦ごはん、牛乳、かつおの和風マリネ、
ブロッコリーのごまあえ、豆腐の味噌汁、フルーツ（オレンジ）
今回、しずくちゃん探検隊が訪ねたのは西山小学
校の調理室。全校児童153人分の給食をここで作っ
ています。今回は特別に給食を作る過程を見せても
らいました。
給食で使用する食材は、地産地消をモットーに
雫石産の食材をふんだんに使っています。この日
は、
産直松の実さんから野菜などが納品されました。
１日の給食で使用する食材はおおよそ250 kg ！

給食おいしいね！！

食」といい、給食に異常がないか、児童が食べる前
に先生が身を挺して確かめるという意味があります。
おいしいですよ
１食あたり
２84円

雫石産

おいしいですか？副校長先生

児童がおいしく食べた給食も、終われば片付けを
しなければなりません。全ての食器を手洗い→機械
洗浄→機械乾燥→消毒まで行います。使った器具や
入れ物なども洗浄しなければなりません。とても大
変な作業ですが、安全安心な、おいしい給食を作る
ために欠かせない作業です。

この日の給食はほとんど雫石産食材

食材を下処理し、調理していきます。全校児童分
ともなると、使う器具もとても大きい！調理員さん
たちはそんな器具も使いこなし、おいしい給食を作
っているんですね。

洗うの大変！

回転釜

巨大調理器、その名も「回転釜」

できた給食は児童たちが食べる前に先生の内１人
が先に食べます。時刻は12時。児童はまだ勉強中。
早弁ですよ、先生！と思ったのですが、これは「検

１ヶ所で給食を作り各学校へ配送するセンター
方式を採用している市町村も多い中、雫石町の給食
は全て単独校調理方式で作っています。調理したて
のおいしい給食を食べられるのは調理員さんたち
の頑張りがあってのことだと感じました。児童生徒
の皆さん、2学期の給食からは作っている方の顔を
思い浮かべながら給食を食べてくださいね。

あとがき

調理員さんたちは切れる包丁を最近仕入れたらしく、
「とても
切れる！」と楽しそうでした。よっぽど切れなかったのですね、
前の 包丁は。次号は「しずくちゃん 探 検 隊 アーチェリー 体 験
（仮）」です。お楽しみに。
（S）

北海道・北東北の縄文遺跡群が、世界遺産に登録されました。
町歴史民俗資料館でも町内で発掘された土器や土偶を目にでき
ますので、暑さが和らいだ頃ぜひお越しくださいませ。
（Ｍ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2021（令和３）年8月号 （8月11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：https：//www.town.shizukuishi.iwate.jp/から 暮らしと行政 → 広報教育しずくいし をクリック！

10

広報 教育しずくいし

2021.8

No.197

