校

情報が満載！
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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

2022.3月

町内の学校で卒業式

3/1

町内の小学校５校、中学校、高校でそれぞ
れ卒業式が行われました。
各校の卒業生は、４月から始まる新生活へ
の期待を胸に、思い出の詰まった学び舎を巣
立っていきました。

雫石高校

3/15

3/18

雫石中学校

雫石小学校

3/18

3/18

七ツ森小学校

西山小学校

3/18

3/18

御明神小学校
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特集

令和4年度 雫石町教育施策方針に基づく主要施策のご紹介
令和２年度に策定した「雫石町教育振興基本計画」が３年目を迎えました。今年度も学校教育課・生涯学
習スポーツ課が一体となり『ふるさと雫石への誇りと愛着を育てる教育』の実現に向け、本町教育の振興に
取り組んでいきます。
将来を担う子どもたちが自ら夢や希望を持って自己実現できるよう、
「確かな学力」の「知」、
「豊かな心」
の「徳」
、
「健やかな体」の「体」、「公共心」や「社会参画意識」の「公」、これら「知・徳・体・公」調和
のとれた「生きる力」を育んでいくため、以下の施策を展開していきます。

安全安心な学校づくりを基軸に据えた学校教育の充実
①確かな学力を育む環境づくり
・ICT を活用した教育のさらなる充実
・公営塾「子育ち寺子屋事業」の実施

・教育用タブレット端末保守委託→4,428千円
・子育ち寺子屋運営業務委託→1,880千円
令和４年度は七ツ森、西山、御明神、御所で実施
・学力向上専門監５人配置→1,050千円など

・中学生学力向上支援事業

・雫石っ子体力向上事業（縄跳び運動）など
・学校給食事業（小・中学校）→92,634千円

な
事
業

⑤児童生徒が安全安心な学校生活を送ることが
できる学校環境の整備
・新型コロナウイルス感染症対策の徹底
・登下校時における通学路の安全確保の実施
（交通部会・防犯部会）
・教職員の働き方改革
・雫石高等学校の教育振興の実施（
「雫石高
校将来ビジョン」に基づく中高連携による
学習機会提供の推進）

・スクールカウンセラーの依頼（県派遣）
・教育相談員による相談対応、適応指導教室の運
営など→5,275千円

主

②豊かな心を育む環境づくり
・スクールカウンセラー、スクールソーシャ
ルワーカーによる相談体制の充実
・いじめの起こりにくい環境づくり
・学校不適応の未然防止と早期発見
③健やかな体を育む環境づくり
・児童生徒の肥満防止の取組
・地元農畜産物を活用した給食の提供と給食
費２分の１助成の継続
④「雫石らしさ」を生み出すための地域に信頼
される学校づくり
・各小中学校におけるコミュニティ・スクー
ルとその取組
・
「雫石いいとこみつけプロジェクト」の推
進（郷土のよさや特色を学習するための
リーフレットの作成と活用）

・コミュニティ・スクール推進事業→2,437千円
・雫石いいとこみつけプロジェクトリーフレット
印刷製本費→4,092千円など

・新型コロナウイルス感染症対策用品
各小中学校分→600千円など
・通学安全体制確保事業→1,038千円
・教職員タイムレコーダー賃借料→158千円など
・雫石高等学校教育振興事業→5,985千円
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社会教育の推進
①生涯学習社会の推進
②学校と家庭・地域との協働の推進

・コミュニティスクールと一体となった地域学
校協働活動の展開
・富士市との少年交流の実施

主 な 事 業

・学習機会の提供

③図書館機能の充実と読書活動の推進

・生涯学習事業経費→1,299千円

・富士市少年交流事業関連経費→1,564千円
令和４年度は雫石児童が富士市を訪問

・利便性に配慮した図書館運営

・図書購入費→3,300千円

生涯スポーツの振興
①多様なスポーツ活動の推進
けた準備
（旧南畑小学校多目的ホール等の整備と校庭の
アーチェリー屋内射場等の整備）
・運動を核とした町民の健康づくり

主 な 事 業

・
「鶯宿温泉スポーツエリア構想」の実現に向

②競技スポーツの推進と交流

・積極的な各種競技のスポーツ合宿・大会誘致

・旧南畑小多目的ホール等整備工事→36,135千円
・アーチェリー屋内射場整備工事→342,760千円
・アーチェリー関係備品購入→11,096千円
・フィットネス事業委託→5,500千円
・社会体育事業委託→1,910千円

活動

文化芸術の振興と文化財の保護・保存及び活用
①文化芸術の振興

・総合芸術祭や芸術文化活動の取組

・関係団体との情報交換及び発表の場の設定

主 な 事 業

・東京藝術大学合宿招聘事業の継続実施
②文化財の保護・保存及び活用

・町芸術祭運営委託→250千円
・芸能文化活動支援事業→600千円
・東京芸術大学合宿招聘事業委託→2,400千円
・芸能祭出演謝礼→620千円

・保護、保存及び伝承活動の支援

・芸能祭記録映像作成委託→220千円

・歴史民俗資料館の修繕と埋蔵文化財の保存、

・資料館来客感知システム設置工事→160千円
・試掘調査業務委託→176千円

収蔵

き

ここはどこか
分かりますか？
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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
新たなスタートの季節です。美しい景色や新しい環境を背景に写真を撮ることも
増えます。うれしい気持ちを伝えたくて、撮影した画像や動画を SNS に投稿する
ことも。
でも、ちょいと深呼吸を。投稿の公開範囲はどこまででしょう？画像には個人が
特定されるモノはありませんか？実は、停電発生時、すぐ SNS に投稿することは
防犯上危険だという話もあります。投稿された画像などから読み取れる情報は、意
外とあります。公開範囲を限定しても、誰かが拡散させる可能性はゼロではありま
せん。SNS に投稿するときは、人通りの多い場所でその情報を掲げても大丈夫か？
ぐらいのつもりでチェックしましょう。

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

聞いて楽しいおはなし会

『キミの答えで結末が変わる 5分間思考
実験ストーリー』北村良子 著 (幻冬舎)
物語とは作者が決めた話を
読み進めていくもの？いえい
えこの本は違います。15話の
短編のラストを２つの選択肢
から決めるのは、あなた。こ
の本の狙いは「思考実験」。
正解・不正解がないような疑
問に対して、自分なりの答え
を導き出す実験です。自分が
なぜそれを選んだのか、ある
いは２つ以外にも別の考え方はないのかと思考を深め
ることもできます。
各ストーリーの回答フォームにアクセスすると、リ
アルタイムで更新されるアンケートの集計結果を見る
ことができ、自分と他人の考えを比較することもでき
ます。さあ、あなたはどんなラストを選ぶのか？

お知らせ（図書館の利用について）
【開館時間】

乳幼児対象

たんぽぽおはなし会
テーマ「お母さん・ママ」

日 5 月19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23日（土）11：00～11：30
日 5 月14日（土）14：00～14：30
日 5 月28日（土）11：00～11：30

場 町立図書館

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！

町健康センターつどいの広場
「たんぽぽおはなし会」

乳幼児対象

日 4 月22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♪

第64回こどもの読書週間関連行事
「ガチャde ビンゴ」
ガチャを回してビンゴカードに書いてある本をみ
つけよう！ビンゴがでたらプレゼント進呈
期間：4月16日
（土）
～ 6月18日
（土）
対象：小学生以下

9
:
00～17:
00
（水・金曜日は１8
:
00まで）
【4・5月の図書館休館日】

毎週月曜日

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。

御所小の取組 PTA 学校支援ボランティア登録
御所小学校では、４月に全 PTA を対象に校内マラソン大会、クリーン作戦、スキー教室、読書、見守りの５つ
のボランティアに登録してもらっています（年度によって内容が変わることもあります）。各家庭１ボランティアとして活
動可能なボランティアに登録します（複数登録 OK）。校内マラソン大会やクリーン作戦、スキー教室は年間計画で
日程があらかじめ分かるので、ボランティアの方はお休みの調整をしていただきながら可能な範囲で参加いただいて
います。今年度新設の見守りボランティアは、全家庭に登録してもらい、腕章を配布し、畑仕事や散歩をしながら
児童の登下校時に着用してもらう「ながら見守り」を励行しています。
ボランティアの仕組みを活用しながら、学校・家庭・地域が協働して子どもを育てていく可能性の広がる取り組み
を行っています。

ボランティア登録のメリット
児童のメリット
・地域の大人と関わり、学べる
・安全安心に活動できる
・地域を愛する心が育つ

PTAのメリット

学校のメリット

・子どもたちと関われる
・子どもたちから元気をもらえる
・学校との関わりが持てる

・人手が足りない時に協力いただける
・安全に活動を行うことができる
・ボランティアの募集がスムーズに行える
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生涯学習・文化芸術・スポーツのページ

町内の文化財紹介/アーチェ リー紹介/各種スポーツ大会予定

町内の指定文化財「歴史の足あと

文化財は語る」-第1回-

文化財とは、長い歴史の中で生まれ、今日まで守り伝えられてきた文化的な財産のことで、その種類は有
形・無形・名勝・天然記念物などさまざまです。このコーナーでは、雫石町に所在する文化財を紹介します。

国指定名勝 イーハトーブの風景地 七つ森
七ツ森には、各々の名前にも所説ありますが「生森」
「石倉森」
「鉢森」「三角森」「見立森」「勘十郎森」「稗糠森」という７
つの丘があり、
「七ツ森」と総称されています。宮沢賢治の詩集「春
と修羅」に収められた詩 「屈折率」や童話 「山男の四月」「お
きなぐさ」などの作品に登場する「七つ森」は、賢治が慣れ親
しんだ雫石の「七ツ森」がそのままモデルになったとされています。

第6ラウンド 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、御所小学校で行ったアーチェリー体験教室について紹介します。
３月１日（火）
、御所小学校で４～６年生を対象としたアーチェリー体験教室を
体育と総合学習の時間を使って、授業の一環として行いました。
生涯学習スポーツ課
児童たちは、始めは射ち方が難しく、苦戦している様子も伺えましたが、何回か
小野寺まどか
射っていくうちに風船を割ることに手ごたえを感じ、真剣になって的を見つめてい
ました。友達同士で点数を競い合う姿や、風船が割れない友達がいれば、応援する姿が見られ、終始和や
かな雰囲気の中教室が行われました。
4年生 髙橋 一輝さん
初めてのアーチェリー体験でしたが、とてもうまく
できて楽しかったです。僕は、風船を２つ割りました。
それに、真ん中の風船も割ることができたのです。
とても嬉しかったです。僕は、初めてやったのにうま
くできたことが１番嬉しかったです。もっとアーチェ
リーをやりたいと思いました。

4年生 煙山 惣太さん
ぼくは、初めてアーチェリーをしました。最初の説
明の時に、的にX（エックス）というものがあると聞い
て、狙ってみたいなと思いました。実際にやってみると、
的を見ながら弓をほっぺの所まで引いて射つのが難し
かったです。けれど、だんだんやってる間に慣れてきて、
Xに当てることができました。とても嬉しかったです。

体験教室の様子

案 内

町内で行われる各種スポーツ大会
日

程

4月 30日（土）～2日（月）
5月

廊下でデモンストレーション

3日（火）
15日（日）

大会名

場

北東北大学野球春季リーグ戦

町営野球場

バドミントン

町営体育館

田口カップ

所

令和４年度雫石町早起き野球開幕戦

町営野球場・鴬宿運動場

第5回希望郷いわて国体雫石町開催記念大会

陸上競技場

※上記日程は、３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。
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教育行政・学校のページ

定例会レポート / 教育委員会表彰

〜教育委員会定例会レポート〜
―3/23 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
次回の教育委員会議は、４月22日（金）10:00 ～、雫石町役場３階大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）

雫石町教育委員会表彰

3/23

この表彰は、町の教育・文化・スポーツの発展に著しく寄与した個人や団体に対して行うもので、下記の
方々が晴れて受賞されました。※学年は令和３年度のものです。
受賞者※敬称略
ふるだて

わかな

受賞理由

古舘

和奏（雫石小２年）

第２回 JSS スーパーマリン全国通信制水泳競技会 25ｍ背泳ぎ 女子小学校２年生 第１位

大村

和花子（雫石小４年）

第39回東北小学生テニス選手権大会

女子シングルス

第43回東北中学生テニス選手権大会

女子団体２位

おおむら

わ か こ

けむやま れ い

第３位

すぎた み う

（雫石中３年）煙山玲衣、杉田美羽、
なかやしき ゆ う

はれやま め ぶき

ひらの

ふくだはるな

中屋敷優愛、晴山芽吹、
平野ひまり、福田陽菜
つちとい

（雫石中２年）土樋
あだち

えん

燕

ひろと

安達

大翔（雫石中３年）

けむやま

こ の は

煙山

紅之葉（雫石中３年）

ふくし

ここな

福士

心菜（盛岡四高２年）

いわもち

と き こ

岩持

斗季子

七ツ森小学校PTA
しずく

おはなしの 雫
よしだ

れい ゆ

吉田

玲雪（雫石小6年）

第39回全日本ジュニア新体操選手権大会 東北ブロック予選会 男子ロープ 第２位
第35回東北ジュニア新体操選手権大会 男子Cクラス個人総合第２位、男子ロープ第２位
K-POP Dance Contest 2021 Japan

チーム名「Hang out」 奨励賞

第42回 NHK 東北民謡コンクール優勝大会 ジュニア部門 ジュニア大賞 「南部木挽唄」
教育長職務代理者として児童生徒の健全な心身の育成及び確かな学力の向上のために尽力。
その指導力が評価され、令和３年度岩手県教育表彰（事績顕著者表彰）を受賞。
地域の子どもを全員参加で健やかに育む PTA の姿勢が評価され、令和２年度東北ブロッ
ク PTA 協議会会長表彰、令和３年度岩手県教育表彰（事績顕著者表彰）を受賞。
図書館や各小学校における読み聞かせや読書習慣の形成のために尽力。
その功績が評価され、令和３年度北日本図書館連盟図書館事業功労者表彰を受賞。
第6回東北フライトエアロビック選手権大会

ユースBの部

準優勝

いわもち はる か

岩持

悠日（雫石中３年）

古舘

諒誠（

ふるだて りょうせい

第59回全国中学校スキー大会

男子クロスカントリー

リレー

第４位 （岩手県選抜）

桃華（雫石中３年）

第59回全国中学校スキー大会

女子クロスカントリー

リレー

第７位 （岩手県選抜）

りりや（雫石中１年）

ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル2021東北本選 中高生部門A 最優秀賞

〃

かわさき こうせい

川崎

）

煌成（雫石中２年）

むらた

もも か

村田
よねざわ

米澤
なかの

あや か

うらた

はな か

ふくし

ここ な

中野

綾夏（雫石中２年）

浦田

華花（雫石中３年）

福士

心菜（盛岡四高２年）

はれやま

ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル2021東北本選

めぶき

第81回

全国教育美術展

特選

さくらこうじ あおい

第81回

全国教育美術展

特選

晴山

芽吹（雫石中３年）

櫻小路

葵（雫石中３年）

雫石中学校
よしだ

𠮷田
いとう

伊藤

生徒会

しゅん ご

俊 吾（鹿屋体育大学）

しょうぞう

正三

御所小学校
御明神小学校
故

せき

けいいち

関 敬一

中高生部門A

民謡民舞東北地区大会 民舞団体の部 「外山節」
優勝
民謡民舞全国大会 民舞紅旗戦
「南部よしゃれ」
第３位
民謡民舞全国大会 内閣総理大臣賞争奪戦
民舞の部 「南部よしゃれ」

敢闘賞

第２位

生徒会をはじめ、有志によるボランティア活動や地域活動への積極的な参加。
第57回 全日本学生カヌースプリント選手権大会 男子カナディアンシングル1000ｍ 優勝
長きにわたり雫石町スポーツ推進委員として尽力。町のスポーツ推進に大きく寄与。
学校体育指導への研究などが評価され、全国学校体育研究研究優良賞を受賞。
地域住民と協同で環境保全活動に取り組み、岩手県環境保全活動表彰を受賞。

雫石町文化財保護審議会委員や滴石史談会事務局長を務め、町の歴史・文化を後世に伝え
るための活動に尽力。町の文化財保護、文化教育の展開に大きく寄与。

【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」№200

七ツ森小学校

シリーズ「輝」

七ツ森小学校の冬

副校長

似内 仁

●スワンスロープ
１月。七ツ森小学校の裏山から歓声が響いてきます。スキー学習のはじまりです。
七ツ森小学校には「スワンスロープ」というスキー学習にはもってこいの広い斜面があります。

七ツ森の子どもたちは体育のスキー学習をとても楽しみにしています。一度スワンスロープに出かけると、
なかなか戻ってきません。

広いスワンスロープ

みんなで滑る

おっとっと

このスワンスロープは6月と9月の年２回、PTA や地域の方に
より草刈りを行っています。子どもたちがのびのびとスキー学習で
きるように地域中で手入れをしています。雪が積もると、地域の方
にスノーモービルで雪を平らにならしていただいています。

9月の刈り払いの様子

●肥料袋の手作りソリ
今年の冬は雪が多かったです。本校の用務員さんが除雪機を使って校庭に雪の小山を作ってくれました。
早速子どもたちはよじ登って遊び始めます。様子を見ていた用務員さん。ふっといなくなったと思うと、
なにやら大量の肥料袋を持ってきました。そして作業小屋にこもること数十分…。
なんということでしょう！見事な肥料袋製のソリの出来上がりです！
我先にとソリに群がる子どもたち。校庭はあっという間にソリ専用のミニゲレンデとなります。

手作りソリ

七ツ森小学校の冬はこんな感じです。

ソリ遊びに夢中

雪にも冬の寒さにも負けぬ丈夫で元気な七ツ森の子どもたちなのでありました。
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心豊かに暮らせるまちへ…

お知らせ掲示板

少年少女合唱教室
～友だちと一緒に歌って楽しもう～
活動日 毎週土曜日 10：00～11：30
場

所 中央公民館 リハーサル室

対

象 小学校１年生から中学校３年生まで
※未就学児の受講については個別にご相談ください

屋外体育施設ご利用開始予定日のお知らせ
令和４年度の屋外体育施設の利用開始日は下記の予定です。
〇陸上競技場
現在、トラック部分だけ利用できます。
芝生部分…5月１日
（日）
〇運動公園内グラウンドゴルフコース、西山運動場

受講料 一ケ月 1,000 円
申込先 生涯学習スポーツ課（692-4181）

４月9日
（土）
〇鴬宿運動場

４月16日
（土）

〇野球場、
テニスコート

厨房レッスン
～食卓のレパートリーを増やそう～
今回は、ニラと玉ねぎのシューマイなどを作ります。

る場合があります
〇御明神運動場
（芝生仕様グラウンド） 5月１日
（日）
問合先 雫石町営体育館（692-5030）

日 時 5月18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 15人（町内在住または、町内勤務の方）

受講料 500円
申

持ち物 エプロン、三角巾

込 ４月15日（金）～5月６日（金）

申込先 生涯学習スポーツ課（692-4181）

４月23日
（土）

※テニスコートは、
整備の関係で利用開始日が変更とな

令和4年度学校開放事業の申請手続き
学校施設の使用を希望する場合、以下のとおり手続きを
お願いします。
開放期間 令和４年４月１日～令和5年 3 月31日
※学校行事や年末年始期間など使用できない場

雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式
「雫石川に鯉のぼりを泳がせよう掲揚式」を開催します。
日 時 ４月25日（月）10：45～
場

所 雫石川園地（雫石駅南口から南方約500ｍ付近）

その他 掲揚に併せて、ご家庭で使わなくなった鯉のぼり
の寄付を受け付けています。
問合先 生涯学習スポーツ課（692-4181）

合があります。
開放施設・利用方法
（１）
町内の小中学校
①団体登録申請書を生涯学習スポーツ課（中央公民館）に提出
②許可書を受領後、利用を希望する学校に利用申請書を提出
（２）
町内の旧小学校
（上長山・大村・橋場・西根・南畑）
①団体登録申請書を担当課に提出
②許可書を受領後、 利用を希望する旧小学校の担当課に利
用申請書を提出
《提出先》
◎旧上長山小→観光商工課
◎旧大村小・旧橋場小→地域づくり推進課

歴史民俗資料館

◎旧西根小・旧南畑小→生涯学習スポーツ課

遊びのファンクラブ

問合先 観光商工課（692-6407）
地域づくり推進課（601-5419）
生涯学習スポーツ課（692-4181）

昔ながらの手仕事を体験してみよう。
講座名
クルミの樹皮で
カゴ作り
布ぞうり作り
一閑張り
手仕事の楽しみ

期日
定員
受講料
5月22日（日）
5人
2,000円
※6/4（土） も必須。以降、随時複数回
7月2日（土）
10人
1,500円
1,500円
9月3日（土）
10人
10月1日（土）
10人
1,500円

時

間 10：00～15：00（昼食は持参ください ）

申

込 ４月22日
（金）以降の9
：00～
※クルミのカゴ作りのみ往復ハガキ（住所、氏名、
年齢、電話番号を明記）で申込が必要です。5月
10日（火）必着。応募多数の場合は抽選になります。

申込先 雫石町歴史民俗資料館（692-3942）
〒020-0572 雫石町西安庭第15地割39番地7
9：00～16：00（木曜日は休館日）

早春の森ハイキング
ハイキングのできる格好、
登山靴や長靴、
汚れても構わない
靴でご参加ください。
積雪状況によってはスノーシューやか
んじきを使用する場合があります。
期

間 ４月29日
（金）
、
30日
（土）10：00～
（１時間程度）

場

所 網張ビジターセンター

定

員 5人

参加料 500円（スノーシューレンタル別途100円）
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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あまり見ることないよ！

しずくいしの魅力再発見

しずくちゃん探検隊

～野菊ホールの舞台裏～
【名
【完
【概

称】雫石町中央公民館 野菊ホール
成】昭和60年9月 【所 在 地】雫石町上曽根田114

要】全808席、演劇や演奏会の他、研修会にも利用可

野菊ホール

中央公民館の野菊ホールに行ってきました。野菊
ホールで演奏会や演劇を鑑賞したことはありました
が、舞台の仕組みはどうなっているのか気になり、
密着してきました。
野菊ホールの舞台は、幅約16ｍ（上手袖幕～下手
幕袖）
、奥行き11ｍ、高さ７ｍあり、十分な広さが
あります。
こんなに幕の種類がありますよ

音響、照明:舞台の演出に必要な音や照明を操作
します。ホール内には22台のスピーカーと約300台
の照明があり、さまざまな演出が可能です。

しずくちゃん

しずくちゃんが80人入っても大丈夫！

舞台上にはさまざまな仕掛けがあります。
音響反射板:演奏会などの音を響かせるイベント
の際に舞台の上、横、奥に設置して使います。普段
は舞台の天井に収納していて、設置する際は昇降機
を使って降ろします。

舞台のプロが的確な操作で舞台を演出します

昇降機で反射板を降ろします

照明の角度は手作業

幕:舞台上の仕切りに使用します。さまざまな位
置で仕切ることができるように多くの幕があり、豪
華な緞帳も幕のひとつ。

野菊ホールは完成から37年を迎えますが、さまざ
まな設備を揃え、催し物をお手伝いしています。ホー
ルでイベントが開催される際はぜひお越しください。

あとがき

野菊ホールの裏側はいかがでしたか？反射板を昇降機で動かす様
岩手県立美術館で開催中の「東北のまなざし1930-1945」展。なんと！
！
はとても迫力があります。幕もたくさんあって、どれがどれか…（汗）。 企画展チラシの表紙絵が、当時記録された「御明神村の農衣」となっ
機会がありましたら、舞台運営にも注目してみてください。次号は「し ております（雫石あねっこ衣装のことです）。大変名誉なことで嬉しいで
（Ｍ）
ずくちゃん探検隊 スポ少に密着（仮）」です。お楽しみに。 （S） すね。お時間ありましたら是非足をお運びくださいませ。

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

2022.4

No.205

