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町内にある小学生を対象としたスポーツクラブを紹介します。
興味のある方は、各連絡先まで各自お問合せ下さい。

町内スポーツクラブのお知らせ町内スポーツクラブのお知らせ

【西海 B B C（野球）】
練習日時：平日週三回、土日は試合等

場　　  所：西海小学校グラウンド及び体育館

対　　  象：小学生（全学年）

会　　  費：年額１０,０００円、月額１,０００円

連 絡 先：７２-２１１１ 町役場教育課　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川まで

【INTI WARA SSF （U-12　サッカークラブ）】

※都合により日時等の変更あり

練習日時：土日祝日　練習及び試合になります

　　　　　　　月～ 金曜日　１７時３０分頃～１９時頃

練習場所：大高山総合公園及び旧鰺ヶ沢第一中学校体育館

対　　　象：主に小学生

　　　　　　　

会　　　費：年会費６,０００円　月額２,０００円

　　　　　　　兄弟・姉妹２人目以降、月額１,０００円

連  絡  先：０９０-７６６５-０３０７ 山中まで

※それ以外はお問合せ下さい。（年長さん･中学生）

【小学生バレーボール教室（バレーボール）】
練習日時：毎週火・金曜日

　　　　　    １８時～１９時３０分（途中からの参加も可）

場　　  所：勤労者体育センター

対　　  象：小学生２年～６年

会　　  費：年額６,０００円

連 絡 先：７２-２１１１１　町役場農林水産課　伊東（直）　又は、

　　　　　　　                   ajigasawa_volleyball@yahoo.co.jp まで

【鰺ヶ沢相撲錬成館　丹代道場 （相撲）】
練習日時：月～金曜日（下校後）

　　　　　　　学校が終わり次第～１８時頃まで

練習場所：丹代道場相撲場（舞戸町上野）

対　　　象：小～中学生（幼児も可）

会　　　費：丹代道場としての月謝はなしですが、

　　　　　　  父母会費として一家族１０,０００円（年間）

　　　　　　　かかります。

連 絡 先：７２-４３５４　齋藤孝夫まで

【鰺ヶ沢スイミングクラブ（水泳）】

練習日時：水曜～土曜の週１･２回コース

　　　　　　　＜幼児コース＞１５時３０分～１６時４５分

　　　　　　　＜学童コース＞１６時３０分～１７時４５分 

場　    所：鰺ヶ沢町スポーツセンター　室内温水プール

対　    象：幼児コースは５～６歳児、学童コースは小学１年生から

会　　　費：月額　＜幼児コース＞　（週１）３,０８０円　（週２）５,３４０円

　　　　　　　　　　 ＜学童コース＞　（週１）３,０８０円　（週２）５,３４０円

連 絡 先：７２-５７００　室内温室プールまで

練習日時：水曜日

                １９時～２１時

場　 　 所：勤労者体育センター

会　　　費：なし（保険料は別途）

対　　　象：小学生以上

連 絡 先：７２-２１１１　

　　　　　　　町役場財政課　長尾まで　

　　　　　　

　　　　　 　

【鰺ヶ沢剣道協会（剣道）】

練習日時：月・火曜日

　　　　　    １６時～

場　　  所：西海小学校体育館

対　　  象：小学生３年～６年

会　　  費：なし（別途スポーツ障害保険料８００円）

連 絡 先：０９０-３９８４-０１８１ 今まで

【鰺ヶ沢ジュニア卓球クラブ（卓球）】

【あじがさわジュニアバスケットボールクラブ（ミニバス）】

練習日時：月～金曜日

　　　　　    １７時３０分～２０時（都合により変更もあり・土日は大会等）

場　　  所：舞戸小学校体育館

対　　  象：小学生（全学年）

会　　  費：月額２,０００円（兄弟割引有り）

連 絡 先：０９０-８９２０-４７１２ 秋元まで

【鰺ヶ沢清空館（空手）】

練習日時：月・水・金曜日

　　　　　　　１８時～２０時

　　　　　　　（初心者は１９時まで）

場　　　所：鰺ヶ沢教材社　後ろ

対　　　象：幼保、小学生、中学生

会　　　費：月額２,０００円

連絡先：７２-４２６３　加藤まで

Let's start !Let's start !

　新しい事に
挑戦してみよう！
　新しい事に
挑戦してみよう！



　　　　　　 

　　　　　　３日（月）

　　　　　１０日（月）　  

  　　　　１７日（月）

　　　　　２４日（月） 　

【開設日】月・木【開設時間】９：３０～１５：３０【TEL＆FAX】０１７３-７２-２８７４  
【メールアドレス】kosodate@town.ajigasawa.lg.jp

鰺ヶ沢町子育てサポートセンター 場所：中央公民館１階

編
集
後
記

みなみ保育園　TEL：７９－２５３０

たていし愛児園 TEL：７２－１２４６

かかしっこデイ

中村保育所　TEL：７２－２７０４

毎月１回　午前９時～１１時

＜午前の部＞

＜午後の部＞

 ９時３０分～１１時

　舞戸保育所　TEL：７２－２２７７

保育園　子育て支援のお知らせ保育園　子育て支援のお知らせ

　新年度が始まり、長いGWも終わりましたね。子ども達も新生活に慣れてきたかな？運動会の季節ですね。

運動会・・・子ども達の頑張りも気になりますが、お天気を気にしたり (雨女ママです)お仕事の調整やお弁当、お

やつなどそれぞれに準備が大変です。毎年、運動会の入場行進をホッとした気持ちで見ていた事を思い出しま

す。ただ、ホッと安心して見ていると、目印の為に用意した靴下と違う靴下をはいている子どもを見てガッカリした

ことも思い出します。運動会って忙しい・・・

＜各ルーム等は、入所していないお子様がご利用できます！＞

 ９時３０分～１１時

 １０時～１１時３０分

※各行事の詳しい事はバンビルームまでお問合せ下さい。

鰺ヶ沢こども園 TEL：７２－２０６７
毎週月～金曜日

         　  　１日（月）

 　　　　　 　８日（月）

　　　　　　２２日（月）

           　２９日(月） 

　 　 　 

10:30～14:30

※昼食は各自ご持参下さい。出前もOK！日程は会場の都合により、

変更になる場合があります。詳しくはサポセンか公民館にお問い

合せ下さい。

場所：中央公民館　参加費：無料

６月

＊６・７月のサポセンサロン＊

７月

    ６月 ５日（水）誕生会・身体測定

　        ９日（日）運動会

　      13日（木）お出かけネット

　　　 19日（水）グッドママスクール

　　　 25日（火）避難訓練・七夕製作

   ７月  ３日（水）誕生会・七夕祭り

　　　  ４日（木）身体測定

　　     ６日（土）ねぷた運行

　　　 13日（土）夏祭り　

　　　 18日（木）避難訓練

        

   7月  ２７日（土） 夏祭り

　  場所：園庭 （時間は未定）

６月　８日（土）　　 
       2９日（土）運動会

６月１5日（土） 運動会

※雨天はスポーツセンター

７月  20日（土） 夏まつり

※天気がよい日は水遊びや砂遊びを予定して
　います。

７月  20日（土）

場所：西海小グラウンド9：00～

場所：園庭　8：45～

場所：園庭　16：50～
※雨天はアグリビジネスホール

６月１5日（土） 運動会

※雨天は舞戸小体育館

７月  2７日（土） 中保まつり

場所：園庭　（時間は未定）

場所：園庭　17：30～

８時３０分～   
     １ １時３０分

１３時３０分～
     １５時３０分

著　　　者：ヨシタケシンスケ 
出  版  社：アリス舘 
本体価格：¥ １ , ４００ ＋税

サポセンおすすめ
　 BOOK コーナー
サポセンおすすめ
　 BOOK コーナー

「みえるとかみえないとか」

　自分とみんなが違う事を分かっているようで忘れがちになり

ます。そんな「当たり前だと感じている」ことを思い出させて

くれる絵本です。お友達と私との違いは何かなー？

　あじがさわテキストは、鰺ヶ沢町への疑問や質問が

わかりやすく解説されています。毎日、私達が通る道や

楽しみにしているお祭り、お父さんやお母さんが働い

ているお仕事(産業)など鰺ヶ沢町の歴史や魅力を網羅

することが出来る一冊です。知りたい鰺ヶ沢を見つけ

る事が出来ますよ～。

　生まれも育ちも鰺ヶ沢町という私も知らないことが

沢山あって驚きでした。

　表紙のイラストを描いた加藤典子さんによると、あ

じがさわテキストの表紙デザインは、町の木「けやき」、

町の鳥「うぐいす」、町の花である「はまなす」や光信公

の館で毎年美しく咲く牡丹の花、そして赤石川で元気

に泳ぐアユやくろくまの滝を、鰺ヶ沢地区の一部の地

形に沿うようにレイアウトしたもので、ひと目みて、子

ども達がわくわくするような表紙にしたかったとの事

です。この本をきっかけに、１人でも多くの子ども達や

町民の方々が、鰺ヶ沢のことをもっと知るいい機会に

なれば良いと思います。

　あじがさわテキストは、あじがさわ拠点館内にある

図書館や鰺ヶ沢町のホームページからダウンロードす

る事が出来ます。

「
鰺ヶ沢町って？」が分かる本！

あじが
さわテキスト

出来ました。


