
⑤

勤務場所　①⑤町立小・中学校
　　　　　②町立小学校
　　　　　③町立中学校
　　　　　④教育センターおよび町立小学校
選考方法　履歴書および面接

任用期間　平成29年4月～平成30年3月
　　　　　（①②④⑤は前期・後期制）
　　　　　※勤務時間は休憩を含みます。
2/3　平成29年1月13日㈮までに教育委員会
　　　　学校教育課9２５３３へ

内容　担任や教科担任の先生と一緒に授業に参加し、指
導・援助を担当する。
募集人員　 8名（原則教員免許をお持ちの方）
勤務時間　 1日 6時間30分※週 5日以内、年間160日程度
賃金　6,200円（日給）

内容　通常の学級に在籍する教育上特別の支援を必要とす
る児童に対し、担任の先生と一緒に指導・援助を担当する。
募集人員　 5名（原則教員免許をお持ちの方）
勤務時間　 1日 6時間30分※週 5日以内、年間160日程度
賃金　6,200円（日給）

内容　司書教諭等と一緒に、学校図書館の蔵書管理や蔵書整理等を担当します。
募集人員　 7名（司書資格をお持ちの方、または図書館（室）での勤務経験のある方）
勤務時間　 1日 5時間45分、週 3日、年間115日程度
賃金　4,250円（日給）

内容　中学校で、生徒・保護者等に対し、教育的な視点か
らの相談・支援を担当する。
募集人員　 3 名（学校教育に理解があり、子どもの悩みに
ついて相談に応じることのできる高い知識や経験を有する方）
勤務時間　 1日 6時間45分、週 5日以内、年間200日以内
賃金　161,000円（月額報酬制）

内容　児童生徒の学習適応を目的とした学習支援、小学
校教育相談室等での相談・支援などを行う。
募集人員　６名（教員免許をお持ちの方が望ましい）
勤務時間　 1日 6時間45分、週 3日程度、年間80～145日
賃金　6,000円（日給）

小・中学校の教育補助員等を募集します小・中学校の教育補助員等を募集します

学校図書館支援員

町では小・中学校の教育補助員、さわやか相談員、教育センター指導員、学校図書館支援員を募集します。

いきいき先生（小・中学校教育補助員）①

③ さわやか相談員（中学生の身近な相談者）

特別支援教育支援員（小学校教育補助員）②

④ 伊奈町教育センター指導員

　ご好評につき、今年も生酒「伊奈備前守忠次」を販売します。純米酒と同様、神亀酒造（蓮田市）
のご協力のもと製造販売を企画しました。掛け米には、伊奈町産「彩のかがやき」を使用しています。
　この機会に伊奈町の町名の由来となった、伊奈備前守忠次公の偉業をたたえ、ご賞味ください。
※数量限定販売のため、売り切れの場合はご容赦願います。

生酒「伊奈備前守忠次」を販売します

製造　神亀酒造株式会社　蓮田市馬込 3 丁目74番地

観光協会からのお知らせ 伊奈町観光協会
蕕７２４－１０５５

12月24日㈯から販売予定

価格　720㎖
　　　1,690円（税別）

限定300本

　東北・上越新幹線の分岐点の東に島状の緑地帯がありま
す。ここが、伊奈町の町名の由来となった代官頭伊奈忠次公
の陣屋、伊奈氏屋敷跡です。

あ　か　い  ぼう

くる わ からぼり つい  じ

きょかんあとのひ

　ここには戦国時代に無量寺閼伽井坊があり、小
田原北条氏に属する岩付太田氏の出城的性格を持
っていましたが、北条氏に替わって関東に入国し
た徳川家康の家臣伊奈忠次は、閼伽井坊を明星院
（桶川市）に移し、ここを陣屋としました。
　江戸時代後期に作成された『新編武蔵風土記
稿』によれば、陣屋は東西 3 町（約330ｍ）、南
北 5 町（約550ｍ）程で、廻りに土手を築き、南
西に原市沼、三方に堀を構えて、 3 か所（表・裏・蔵屋敷門）に門があったといいます。
　また、二の曲輪（二の丸）ともいうべきものがあり、空堀・築地（土塁）等を設けて、その内にわずかの居所が
建てられており、そこがかつての本丸跡といいます。三代伊奈熊蔵忠勝が幼くして亡くなり、大名から旗本へと変
転した際に殿様の屋敷も縮小されたものと思われます。
　現在「伊奈氏居館址碑」が建つところは、小丸山と呼ばれる二の丸跡です。近くには松平信綱が伊豆天神を建立
しますが、これはのちに氷川神社境内に移されます。　　　　　　　　　　　　　　　3　生涯学習課9２５４３

いな物産館（ウニクス内）
ヤマザキショップ内田屋（小貝戸）
埼玉屋酒店（栄中央）
セブンイレブン大針店
タウンショップかとう（羽貫）
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伊奈氏屋敷跡伊奈氏屋敷跡 伊奈町の魅力ある歴史を

シリーズでみなさんにご紹介します。
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お問い合わせは、教育委員会学校教育課へ（ALT…Assistant  Language  Teacher）

　Dear Readers,
　In Canada December is a time of great beauty and 
wonder. There is something magical about all the snow 
covering up the landscape during this time. The snow, ice, 
mountains, and giant evergreen pine trees are remarkable 
sights to behold. Of course, sometimes it can be very cold 
in Canada, but it’s really not so bad. December in Canada is 
one of my favorite months.
　I lived in a city called Calgary when I was living in 
Canada. Calgary is next to the Canadian Rockies, and 
usually during this time receives a lot of snow. There are 
many huge pine trees that look like big Christmas trees in 
Calgary. Many people decorate these trees, and their houses, 
with lights and ornaments. Night time becomes a magical 
Christmas experience. The light from the moon, decorated 
trees and houses reflect from the snow and fill the streets 
with light. The streets become surprisingly easy to see at 
night. It’s a wondrous sight to enjoy, and one that gives 
a pleasant Christmas feeling. Christmas is a time to get 
together with family and friends. Christmas eve is the time 
we usually spend with family and friends, and Christmas day 
is the time we usually spend with only our family. Both days 
we share lots of delicious foods and thoughtful presents with 
each other. For many people, Christmas has become just a 
time to show our love and appreciation for one another.
　I would like to wish you all a Merry Christmas and happy 
holidays! Sincerely.　　　　　　　　　　　　　　　　  Kyle.

　みなさんこんにちは。
　カナダの12月はとても美しい季節です。この時期は、
まるで魔法にかかったようにあらゆる景色が雪で覆われ
ます。雪や氷、山、巨大な常緑樹など、すべて目を見張
る光景です。もちろん、この時期のカナダはとっても寒
いですが、それも悪くありませんよ。ですから、カナダ
の１２月は、私にとって大好きな月の一つです。
　私がカナダにいたときは、カルガリーという市に住ん
でいました。カルガリー市はカナディアンロッキーの隣
に位置し、毎年たくさんの雪が降ります。クリスマスツ
リーのような巨大な松の木もたくさんあります。人々は
クリスマスには、木や家をライトやオーナメントで装飾
します。夜になると、クリスマスならではの不思議な光
景を映し出します。月の明かりや電飾の光が雪に反射
し道を照らします。その光は驚くほど明るく、夜道が簡
単に見渡せるほどです。それはとても不思議な光景で、
クリスマス気分を盛りあげてくれます。クリスマスは家
族や友人が集まる機会でもあります。クリスマスイブは
家族や友人と過ごし、クリスマス当日は家族のみで過ご
します。両日とも多くの美味しい料理や、心のこもった
プレゼントを分かち合います。クリスマスは人々にとっ
て、お互いの愛や感謝を表す機会でもあります。
　みなさんが素敵なクリスマスを過ごせるようお祈りし
ています！ではまた。　　　　　　　　　　　　  カイル
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このコーナーは、小・中学校で英語を指導
する ALT 3 名が毎月交替で担当します。
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