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令和2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2年度当時のものです。

〔 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 〕

やまもと

きっ ぺい

桔平さん 雫石小 6 年）

★できごと紹介 ２
★特集 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

いつかは返る 人への悪口 ネットでも （山本

※雛人形展は2ページに掲載しています。

健やかな 成長祈る ひなまつり

教育しずくいし
教育

雫石町教育委員会広報紙

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

できごと紹介
1/29~2/10

2022.2月

冬休み自由研究展

中央公民館で冬休み自由研究展が開催され、各小学校5、
6年生の作品117点が展示されました。
児童のがんばりが現れた研究に、来場した方からは「興味
深い研究だった」「自分もやってみたい」「疑問だったことが
分かって納得です」と感想が寄せられました。

2 /6

吹奏楽教室発表会

過去最多、117作品を展示

第４回雫石町吹奏楽教室発表会が開催されました。佐々木
駿講師の指導のもと、今回の発表会のために5曲を練習し、
本番に挑みました。特にもピアニストの岡本知也さんと、パー
カッションの柿崎幸史さんをゲストにお迎えし演奏した「ラ
プソディ・イン・ブルー」は、迫力のある演奏で多くの観客
を魅了しました。サプライズでの佐々木講師のトランペット

と岡本さんのピアノのコラボ演奏「星めぐりの歌」では、会
場内がその優しいメロディに包まれました。
「スターパズルマーチ」で開幕

岡本さんの迫力あるピアノ演奏

岡本さんと佐々木講師によるサプライズ演奏

会場が優しい音色に包まれた「星に願いを」

最後は感謝を込めて「雫石町民の歌」を演奏

道の駅雫石あねっこ
「雫石 思い出の雛人形展」

道の駅雫石あねっこの温泉館で、旧小学校（西根、上長山、

南畑、大村）と橋場保育所で保管されていた雛人形を展示し
ています。
企画した雫石あねっこ駅長の佐々木大さんは「小学校ごと
に人形の表情や作り方が異なり、見るだけでも楽しい。飾る
ことで人形は活きると思うので、皆さんにも昔を懐かしみに
来てほしい」と思いを語りました。
展示は3月21日まで開催しています。
2
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旧小学校、保育所の雛人形を一堂に

特集

～進学・卒業される皆さんへ～

雫石町教育委員会
教育長

佐藤

嘉彦

「また、
来年も戻って来て」、
そんな気持ちになっ
て白鳥の姿を送り出す季節となりました。
進学、卒業される皆さん、心からおめでとうご
ざいます。
力を蓄えた白鳥が、雫石の大空で優雅に編隊を
組み、シベリアへ帰っていく「北帰行」の姿が見
られます。
あの白鳥たちのように、皆さんにはこれから新
たな世界に向かって、大切な仲間と協力し合いな
がら力強く歩んでほしいと思います。
今回は、皆さんに心をこめて、こんな実話を贈
ります。

『招待状』

ある先生が小学校5年生の担任になりました。

クラスの児童の中に、勉強が苦手、服装もだらし
ない児童がいました。今までの通知表にはその児
童についていつも悪いことが記入されていまし
た。
ある時、この児童がまだ１年生だった頃の記録
を見る機会がありました。そこには「明るくて、
画：佐藤 嘉彦

友だち好き、人にも親切。勉強も良くできる」と
書いてありました。おかしいと思った先生は、気

になって２年生以降の記録も調べてみました。すると、２年生の記録には「母親が病気になったために世話
をしなければならず、ときどき遅刻する」と書かれていました。3年生の記録には「母親が死亡、毎日、悲
しんでいる」と書かれていました。４年生の記録には「父親が悲しみのあまり、アルコール依存症になって
しまった。暴力をふるわれているかもしれないので注意が必要」と書かれてありました。
悩みながら一生懸命生きている姿が浮かんだ先生は、放課後、この児童に「先生は夕方まで教室で仕事を
するから、一緒に勉強をしない？」と声を掛けてみました。その児童は微笑んで、その日から一緒に勉強す
ることになりました。6年生になってその先生のクラスではなくなりましたが、卒業式の時にその児童から
「先生は僕のお母さんのような人です。ありがとうございました」と書いたカードを受け取りました。
卒業した後も、数年ごとに先生はその子から手紙をもらいました。
「先生のおかげで大学の医学部に受かりました。今は奨学金をもらって勉強しています」
「医者になれたので、患者さんの悲しみを癒せるように頑張ります」などと手紙に書かれてありました。
そして…先日、届いた手紙は結婚式の招待状でした。そこには、「母の席に座ってください」と書き添え
られていました。
《児童、生徒の皆さんへ》
人を批判するのは、簡単です。人のよさに気付くことは難しいことです。温かい思いやりの心を持ち、人
のよさに気付ける人になってほしいと願っています。
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鶯宿温泉スポーツエリア振興計画を策定しました
鶯宿温泉スポーツエリア（鶯宿地区の既存スポーツ施設と旧南畑小学校。以下「スポーツエリア」という）
のスポーツ環境の魅力を発揮し、振興を図っていくため、スポーツエリア構想（平成30年７月）に基づいて、
スポーツエリア振興計画を策定しました。
スポーツエリア構想の目指すべき姿「町民のスポーツ環境の向上」、「スポーツによる交流人口拡大で地域
の賑わいと活力の創出」に向けて、以下の４つの基本目標に取り組みます。
❶スポーツエリア内施設の有効活用による町民の
スポーツ環境の向上

・スポーツエリアにおけるスポーツ活動等の推進
・生涯健幸プロジェクト事業の推進
・スポーツエリア内施設の相互利用

❷民間事業者や関係団体と連携したスポーツによ
る誘客に向けた受入れ推進体制の構築

・スポーツエリアの賑わいの推進
・トップアスリートやスポーツセンター利用団体
と町民の交流

生涯健幸プロジェクトの取組（フィットネス）

❸誰もが気軽に快適に利用できる環境の構築
・スポーツセンター（旧南畑小）のサービス、魅力
向上
・安全で快適な利用環境の整備
❹スポーツセンターの長期的な視点での持続可能
な運営体制の構築
・持続可能な運営体制の構築
・指定管理者制度の導入
・北東北エリアの拠点
・スポーツセンター名称（愛称）の公募

旧南畑小校庭に整備予定のアーチェリー射場案

・競技選手の育成

スポーツエリア関係者と連携し、総合型地域ス
ポーツクラブなど新たな枠組みを作ることで、繰り
返し訪れたくなるスポーツエリアを目指します。

鶯宿温泉スポーツエリア図

スマホは
上手に使おう

き

か わ だ やすゆき

学校教育課指導主事 黄川田泰幸が送る情報モラルのハナシ
卒業や入学の季節になりました。この節目に合わせてスマートフォンを扱う店舗やコー
ナーは老若男女でにぎわいます。今はオンラインショップでもスマートフォンの購入・契約
ができます。
さて、スマートフォンデビューをする方とご家族の皆さん、トラブルへの備えやアフター
ケアは大丈夫でしょうか？消費生活センターや学校では注意喚起や教育はしていますが、基
本は購入・契約者と使用者が自分たちで安心で快適な生活を守ることになります。購入・契
約時にセキュリティ、Web フィルター、課金制限などを確かめることはもちろん、使い始
めたらどんな感じか少しずつ話をしてみてください。

4
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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

『岩手のトリセツ（地図で読み解く初耳
秘話）
』（昭文社）
岩手を「地図で読み解く」
一冊です。地形や地質だけで
なく、歴史・産業・文化・芸
能など、さまざまな切り口で
岩手の魅力に迫ります。「岩
手の酒蔵地図」「啄木ゆかり
の地と歌碑」など地図と一緒
に解説が掲載されています。
酪農業のページには小岩井
農場も登場。知っているよう
で知らなかった「岩手」の新たな魅力を発見してみま
せんか。

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）

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「はな・花・お花」

日 4 月21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 4 月 9 日（土）14：00～14：30

日 4 月23日（土）11：00～11：30

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！

コロナ感染症対策実施中！
・来館時の検温、
消毒液設置
・閲覧席の消毒 ・返却された本の消毒
・空調機による常時換気 ・図書消毒機の設置
など、
みなさんが安心して利用できる環境を整え
てお待ちしています。

【3・4月の図書館休館日】

毎週月曜日
3月21日
（月）は祝日開館
3月22日
（火）は休館

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。
取組の一部をご紹介します。

スキーの楽しさ伝えたい
西山小スポーツ少年団の取組
西山小スポーツ少年団では、冬期は保護者や地

伝統芸能継承
上駒木野さんさ動画撮影
西山小は、上長

域の方を指導者としてアルペンスキーをしています。
学校は、スキー教室の際にスポ少を通して指導

山 地 区「 雫 石 よ
しゃれ」と西根地

ます。

玖さんと西根地区
在住の杉下智晴さ

者の協力を募っています。児童の習熟度をスポ少
と学校で共有し、スムーズにスキー学習が行われ
るようにも連携しています。スポ少の活動は、スキー
の楽しさを体感させ、親同士の繋がりももたらし

区「上駒木野さん
さ」の継承に取り
組んでいます。
6年生の嘉門礎

んら４人に協力い
地区によって違うさんさ踊り
ただき、さんさ踊
りの動画撮影を行いました。6年生から下級生
へ踊りの引継ぎが行われていきます。
年始に行われた網張スキー場での合宿
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生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

受け継がれる伝統/アーチェリー紹介

シリーズ紹介「受け継がれる雫石の民俗芸能」 -第22回-

雫石町は、民俗芸能の宝庫と言われ、数多くの民俗芸能が町民の心の拠りどころとして大切に受け継がれ
てきました。このコーナーでは、現在も伝承されている演目の数々をご紹介します。

亀の子つき唄

雫石高校郷土芸能委員会

明治～昭和の初期頃までは、家屋建築の土台を作る作業は
機械ではなく、人力で行われていました。重さ60 kg もある
亀の子石に綱をつけ、8人または10人で一本ずつ握り、綱を
引いて石を高く上げ、緩めて落とすという作業を繰り返すこ
とによって地固めを行います。その際、音頭とりのために歌
われていたのが亀の子つき唄です。

演目の様子

アーチェリーって楽しい！
皆さん、こんにちは！生涯学習スポーツ課の小野寺です！
今回は、アーチェリーの一連の動作について説明していきたいと思います。
生涯学習スポーツ課
小野寺まどか

1

1 スタンス…的に対して90度体を開いて

肩幅に足を
開き、的の
中心に立つ

立つ
2 セット…矢をつける、左手で弓を持つ、
右手を弦にかける

3

弓を自分に
引き寄せる

2

弓を真っ直ぐ上げる

的をしっかり見る

4

左肩を上げない

3 セットアップ…弓を持ち上げる
4 ドローイング…右手を顎下まで引く、
左手は真っすぐ伸ばす

右肘を下げない

5 リリース…弦を放す
6 フォロースルー…弓を放す

5

6

左腕を下げない

以上は基本動作ですが、動作一つ一つに
選手の個性が表れるので、注目してみてく
ださい！

右手は首筋に沿わせる

全日本室内アーチェリー選手権大会

岩手県選手団
（写真右が小野寺主事）

6
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小野寺まどか6位入賞

２月19日～20日、愛知県名古屋市で第31回全日本室内アーチェリー
選手権大が開催され、本町職員の小野寺まどか主事が6位入賞しました。
小野寺主事は19日の予選を7位で通過し、20日のトーナメント戦で
は東京オリンピック出場選手と対戦し、ベスト8まで勝ち抜きました。
「相手に左右されず、自分に集中して試合ができた。全日本選手権で
初めて入賞でき成長を感じた。４月のアジア大会選考会に向けてしっ
かりと準備していきたい」と次の目標を見据えていました。

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〜
―2/21 教育委員会議で、以下の内容が話し合われました―
・雫石町教育委員会表彰者の決定に関し議決を求めることについて
・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 など
次回の教育委員会議は、3月23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）

2/4

御明神小 キャリア教育

御明神小学校で不来方法律事務所の石橋乙秀弁護士を講師に招
き、6年生を対象にキャリア教育の授業が行われました。
石橋講師からは、なぜ弁護士になったのか、どういう職業か、
やりがいや困ったことなどの話がありました。
「弁護士は、法律で人を助ける職業。高い倫理観や誠実さが必要
になるが、使命感があり、とてもやりがいがある職業です」と、
職業の魅力を教えてもらいました。

2/14

雫石高校 虹色コンパス成果発表会

本物の弁護士バッジ

雫石高校で今年度の虹色コンパス報告会が行われました。
１年生が、
これから向かうインターンシップの目標を発表した後、
２年生から、実際にインターンシップに行ってみての課題や成果な
どの報告がありました。
各班には町長をはじめとする役場職員が先輩として参加し、質問
や意見を述べ、キャリア教育の成果を深めました。
虹色コンパスは、生徒のキャリア教育を目的に年間を通して行っ
ています。
インターンシップの成果をみんなと共有

2/17

雫石中 県中学校スキー大会
全国中学校スキー大会出場表敬訪問

１月の県中スキー大会を勝ち抜き、長野県で開催された全国中学

校スキー大会に出場したスキー部の生徒10人と顧問、校長が町長に
成績などを報告しました。

生徒からは「全国大会という貴重な体験ができ、今後に繋げてい
きたい」など力強いコメントがあり、町長は「素晴らしい成果で、
町としても誇らしい。今後も頑張って欲しい」と激励しました。

2/21

スキー大会で活躍した雫石中生徒のみなさん

第3回総合教育会議

町長と教育委員会の双方がよりよい教育行政を行うため、
今年度3回目の総合教育会議が開催されました。
今回は、令和3年度の雫石町教育施策に係る下半期の進捗状況及び令和４年度教育施政方針について話し

合われました。
子育ち寺子屋事業、雫石高校将来ビジョンにおける公営塾の実施や虹色コンパス事業の今年度の取組の成
果を確認したほか、ＩＣＴ教育や不登校の減少に向けた手立て、鶯宿温泉スポーツエリアにおけるアーチェ
リーの普及について意見交換がなされました。

【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」№199

雫石小学校

シリーズ「輝」
＋しずくいしギャラリー

「ふるさと雫石」学習
～地域に根差した教育活動の推進～

副校長

細川 義雄

子供たちに『「ふるさと雫石」をもっと好きになり、ふるさとへの誇りをもってほしい』との願いから、
本校では、総合的な学習の時間などを活用し、郷土理解学習を行っています。
今回は、3年生「ともに生きる」（ユニバーサルデザイン学習）と４年生「雫石の昔・今・未来」（雫石ガ
イドマップづくり）の２つについてご紹介いたします。
●3年生「ともに生きる」（ユニバーサルデザイン学習）
①ねらい…未来を担う子どもたちが、誰かの
「困った」に気付き、個性や違いを理解する
ことで、助け合いや思いやりの心を育む。
②主な学習活動
・キャップハンディ体験

（車いす、白杖体験 他）
・認知症講座
・雫石町のユニバーサルデザイン探検（まち歩き） キャップハンディ体験の様子 ユニバーサルデザイン探検の様子

●4年生「雫石の昔・今・未来」（雫石ガイドマップづくり）
①ねらい…「自分たちが紹介するガイドマップ
をつくる」という視点から、普段生活してい
る学校周辺の見どころを調査する地域点検を
実施し、ガイドマップにまとめることで、ふ
るさと雫石への愛着を育む。
②主な学習活動
・まち歩き
・ガイドマップづくり

子どもたちの力作を紹介します
作品「あさがお」
まつ お
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ゆう か

まち歩きの様子（地域点検）

しずくいしギャラリー
作品「カラフルなれんが道」
たかはし

も な

まち歩きの様子（農家訪問）

－本人
（〇）
と先生
（◆）
からのコメント－

作品「思い出の校舎」
さ さ き

ひ

な み

1 年生 松尾 悠花

3 年生 高橋 萌菜

6 年生 佐々木 陽菜実

〇わたしがそだてたあさがおは、きれい
な青やむらさきの花がさきました。 絵に
は、さいてほしかった赤い花もかきました。
くきは、ほんものみたいな色にしました。
◆自分が育てたあさがおを本物のように
じょうずに描きましたね。水やりをがんばり、
夏にきれいに咲いたあさがおさん。１年
生の思い出に残るすてきな絵ですね。

〇ユニバーサルデザインの町探検の時の、
雫石駅前の点字ブロックをかきました。 雫
石町は、目の不自由な人にもやさしい町
だなあと、あったかい気持ちになりました。
◆れんが１枚１枚を集中して描き、それだけでもす
ごいのに、１枚１枚丁寧に色づけしていました。 心
を込めて描く気持ちが、やさしい町で育った証だと、
見ているこちらも、あったかい気持ちになりました。

〇下描きのときから、立体的に見える
ように描きました。 色を塗るときには
筆づかいに気を付けながら、濃く塗る
ことをがんばりました。
◆６年間通った思い出深い校舎を、自分の好きなア
ングルからていねいに描いています。西校舎と北校舎
をつなぐ体育館廊下の屋根や窓の部分の立体感がよ
く出ていて、インパクトのある校舎の絵になりました。

広報 教育しずくいし

2022.3

No.204

心豊かに暮らせるまちへ…

お知らせ掲示板

「鯉のぼり」眠っていませんか？
雫石の春の風物詩「雫石川の鯉のぼり」に使用する鯉の
ぼりを募集しています。ご家庭で使わなくなった鯉のぼり
を寄贈していただける方は、下記までお問合せください。

雫石町ジュニア・アスレティック教室
陸上、サッカー、バトミントン、ティーボール、バスケッ
トボールなど、いろいろなスポーツ体験をします。
日

時 【１期】4月12日（火）〜６月21日（火）毎週火曜日
16：30〜18：00（全10回）

いただいた鯉のぼりは、毎年開催される「雫石川に鯉の

【2期】4月14日
（木）
〜6月23日
（木）
毎週木曜日

ぼりを泳がせよう掲揚式」で掲揚されます。
問合先 生涯学習スポーツ課（692-4181）

第38回岩手山ろくファミリーマラソン
開催中止

※５/3は休講

16：30〜18：00
（全10回） ※5/5は休講
場

所 雫石町営体育館ほか

定

員 町内小学生 先着8人

受講料 2,000円
申

保険料 800円

込 3月19日
（土）
〜3月31日
（木）
8：30から受付開始
（電話のみ）

令和4年５月8日に開催を予定していた「第38回岩手山

申込先 雫石町営体育館（692-5030）

ろくファミリーマラソン」は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、中止となりました。

雫石町民筋力アップ＆体力向上教室

問合先 雫石町営体育館（692-5030）

マシントレーニング、バランスボールなど、体力や年齢
に応じたプログラムの作成、実践をします。

奨学資金貸付・就学援助の希望者募集

日

時 【１期】
4月12日
（火）
〜６月21日
（火）
10：00〜11：30
（毎週火曜日・全10回）
※５/3は休講

≪奨学資金貸付制度≫

【2期午前】4月14日
（木）
〜6月23日
（木）

高等学校以上（専修学校なども含む）に在学し、本人ま

10：00〜11：30
（毎週木曜日・全10回）

たは家族の住所が町内にある学生・生徒を対象に資金を貸

※5/5は休講

し付けします。

【2期夜間】4月14日
（木）
〜6月23日
（木）

貸付月額（上限） 15,000円〜35,000円以内

19：00〜20：30
（毎週木曜日・全10回）

※高等学校や大学、公立、私立などに
よって月額限度額が異なります。
申込期限 ５月６日（金）
学力や経済状況などを審査の上、６月に採用者
を決定します。
利

子 無利子

返

還 高等学校や大学などを卒業後、貸付期間の4倍
の期間で返済となります。

※5/5は休講
場

所 雫石町営体育館

定

員 町民 先着8人

受講料 3,000円
保険料 1,850円（64歳以下）
、1,200円（65歳以上）
※年齢は令和4年4月１日現在
申

8：30から受付開始
（電話のみ）

返還免除 雫石高校を卒業後、進学した人で、2018年4月
以降、町奨学資金を貸し付けした人を対象に、

申込先 雫石町営体育館（692-5030）

返還開始時点で町内に居住し、かつ、正規雇用
されている場合は、返還金（年額）の2分の１

細川敬次 写真展
「かわいすぎるオコジョたち」

を免除します。
≪就学援助制度≫
経済的な理由で就学困難と認められる小・中学生の保護

期

申込・問合先 学校教育課（692-6412）

細川

（3月は毎週火曜日休館）
場

所 網張ビジターセンター

入館料 無料

敬次 氏

ープロフィールー

9：00〜17：00

※新入学児童生徒学用品費などの入学前支給を申請し、認
必要です。

間 3月2日
（水）
〜
4月30日
（土）

者を対象に、学用品費、修学旅行費などを援助します。
定を受けられた人も、この制度を希望する場合は手続きが

込 3月19日
（土）
〜3月31日
（木）

紫波町出身、
奥州市
在住
山岳カメラマン

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

※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。
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聞いてきたよ！

しずくいしの魅力再発見

しずくちゃん探検隊

～冬休み自由研究を深掘り～

京太郎

【研 究 者】西山小学校5年
石橋 芙有子（いしばし ふうこ）さん
【テ ー マ】静電気の実験

石橋さん（中央）と５年生のみなさん

中央公民館で行われていた冬休み自由研究展で目
の付け所がいい研究を見つけました。タイトルは「静
電気の実験」
。研究者は西山小学校の石橋さんで、
どうやら静電気に困っている様子。自分がどれだけ
静電気を起こしやすいのか、家族と比べるとどうな
のかなど、
記録もしっかり取っています。しずくちゃ
ん探検隊の京太郎隊員は、石橋さんの研究が気にな
り、西山小学校を訪ねました。

石橋さんは「車のドアなどの金属部分を触るとよ
く静電気が起きて困る」のでこの研究をしました。
研究で大変だったのは「毎日の湿度の計測が大変だ
ったし、実験中にもバチっとなって痛かったこと」
と振り返ります。

インタビューに答える石橋さん

石橋さんと同じ5年生数人に協力してもらい、石
橋さんが行った実験、スズランテープで作った「く
らげ」を使った「くらげの実験」をやってもらいま
した。手で擦っただけでクラゲが大きく広がり、他
の人にくっつけて静電気の力を実感しました。
実験方法や気温・湿度
などの記録まで詳しく
書かれてある研究

みんなでくらげ実験

普段の生活で気になったことを自由研究として取
り組んだ石橋さん。何気ない身の回りで起きている
ことに目を向けたとても素晴らしい研究でした。
自由研究展では他にもユニークな自由研究がたく
さんありました。来年も自由研究展を開催しますの
で、子どもたちの力作をぜひご覧ください。

あとがき

石橋さんに会ってきました。身近なことを「なぜ？」と思う気持ち
はとても大事ですね！ありがとう！石橋さん。そして京太郎隊員が除
隊となります。ありがとう！京太郎隊員！次号は「しずくちゃん探検隊
中央公民館の舞台裏（仮）」です。お楽しみに。
（S）

京太郎隊員が入隊してから、周りで運動やトレーニングの話題が
増え、楽しい一年でした。来月からは、残してくれた Youtube 動画（町
公式チャンネルをぜひご覧ください）を見つつ、自分でも続けられ
たらいいなと思います。ありがとう！京太郎隊員！
（Ｍ）

雫石町教育委員会広報紙「教育しずくいし」 2022（令和4）年3月号 （3月10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！
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