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あじがさわの小・中学校で
「学校支援ボランティアをはじめませんか！」

地域のみなさんの知識や経験・技能を
活かす場が「学校支援バンク」です。
ぜひ登録して、
学校デビューしてみませんか？

学 校 支 援 ボランティア募集！
〜学校支援ボランティアとは？〜
地域社会 ・ 家庭 ・ 学校が一体となって、 子どもたちを育てて
いくために、 地域のみなさんや保護者の方に学校のお手伝いを
していただこうというものです。
そこで新たに 「ボランティアバンク」 を設け、 登録していただ
き支援活動の輪を広げていきたいと考えています。 みなさんの
知識や経験、 技能を生かして、 『自らできる事を』 『できる時
に』 『できる範囲』 で、 無理せず楽しく参加してみませんか。
（一例として、 職業体験の受け入れ先事務所、 田植え体験、 町
探検の付き添い、 スキー教室、 クラブ活動の補助など） これま
で培ってきた知識や経験を活かす場が広がりつながって
いくはずです。
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月 28 日（月）「鰺サポお茶会」（サポセンサロン）で、
ハロウィンパーティーを開催しました。
「トリック・オア・トリート」を合い言葉に普段見ることの
少ない役場内をパレードしました。プチ仮装した子ども達の
パレードは、見ていてとても楽しく癒されました。子ども達
に負けない仮装で迎えてくれた母子支援センターでお菓子を
もらって驚きながらも大満足の子ども達でした。
毎年恒例で人気のハロウィン！今年は、16 組の親子の参加
がありました。来年も仮装してパレードしましょうね〜。

〜活動の流れ〜
学校

地域学校協働活動推進員
（コーディネーター）

地域住民

募集
協力依頼
登録申込
日程の打合せ
支援活動

※支援活動は、各学校の要望によりみなさんにお願
いしますので、登録者全員に依頼があるとは限りま
せんが、依頼があった場合はぜひご協力をお願い致
します。詳しくは、下記までお問合せ下さい。

＜鰺ヶ沢町 教育課 社会教育班 長谷川＞
TEL：７２‑２１１１（内線４３１）

学校支援ボランティア 体験例
〜コメ作り体験〜

「田植え体験」から「わら編み体験」まで
舞戸小学校５年生３２名が、総合的な学習の時間を
活用し、田植え体験、稲刈り体験を行い、そして収穫
したコメを全校給食で味わい、さらに縄なり体験をし
て、しめ縄作りをしました。

遊びに来てくれてありがとうございます。

5 月：田植え体験

9 月：手鎌で稲刈り体験
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議場にも行ってきたよ。

10 月：給食でコメを
食べる

11 月：わら編み体験

主 催：鰺 ヶ沢 町 子ど も読書 活動推 進委 員 会

参加無料

楽しい！読み聞かせ講座 のお知らせ
日 時 １２月1６日（月）
10：０0〜12：０0
場所

中央公民館 ２階和室・大会議室

【対 象】
・ 読み聞かせボランティア、保育士、
教師等読み聞かせに携わっている方
・ 読み聞かせに興味のある方 など
【講 師】 髙嶋

敬子

【日 程】
10:00〜11:30 読み聞かせ講習会
・全校生徒（小学生対象）へのお話会の組み立て方、アドバイス
・小学校各学年への選書アドバイス（低学年、中学年、高学年）
11:30〜12:00 サポセンサロンでの親子向けの読み聞かせ実演
・幼児に向けた絵本の読み聞かせアドバイス
・赤ちゃん用絵本を中心に絵本の紹介、読み聞かせ

【申込方法】
電話、FAX、またはE‑mailにて ①住所 ②氏名 ③電話番号をお知らせください。

氏

JPIC（一般財団法人 出版文化産業振興財団）読書アドバイザー 【申込締切】 1２月１２日
（木）

お問合せ・お申込み先

鰺ヶ沢町教育委員会 教育課 社会教育班
Tel 0173‑72‑2111（内線433） Fax 0173‑72‑2859 E‑mail tosyo@town.ajigasawa.lg.jp

サポセン冬休みのお知らせ
１２月２７日（金）〜
１月５日（日）

保 育園 子育 て 支援 の お 知 ら せ
12月 15日（日）おゆうぎ会
〜舞戸公民館にて

１０時〜１１時３０分

舞戸保育所

「クリスマスパーティー♪」
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12 月 ・
1 月の

日 時

令和元年１２月２３日 （月）
場 所 中央公民館
（２階和室）
参加費 1 人３００円

12月 ７日（土）おゆうぎ会
〜舞戸公民館にて

毎月１回

14日（土）

午前９時〜１１時

みなみ保育園

TEL：７９−２５３０

1月 1１日（土）

12月 21日（土）
９時３０分〜１１時

１月 25日（土）

たていし愛児園 TEL：７２−１２４６

10:30〜14:30
場所：中央公民館 ２階和室
参加無料

かかしっこ デイ

２日（月） ９日（月）
１６日（月） ２３日（月）
クリスマスパーティー

９日（木）
２０日（月）

１６日（木）
２７日(月）

※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。

12月 14日（土）おゆうぎ会
〜舞戸公民館にて（９：00〜）

９時３０分〜１１時

中村保育所

１月 25日（土）雪上運動会
〜中村保育所

TEL：７２−２７０４

１2 月

１月

21日（土）
こうめちゃんルーム

TEL：７２−２２７７

鰺ヶ沢こども園 TEL：７２−２０６７
毎週月〜金曜日
＜午前の部＞
８時３０分〜
１ １時３０分

12月 7日（土）鰺ヶ沢こども園
クリスマスお遊戯会
10日（火）避難訓練、身体測定
11日（水）餅つき会
18日（水）お正月製作
24日（火）クリスマス会、お誕生会
1月 ８日（水）新年お楽しみ会・

＜午後の部＞
１３時３０分〜
１５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。

身体測定
16日（木）避難訓練
21日（火）節分製作
30日（木）豆まき会、お誕生会

＜各ルーム等は、入所していないお子様がご利用できます！＞
編集後記

先日15年使っていたCDコンポが壊れていたので処分しました｡その時に「お休みになったら新しいの買いに行こう」って息子に言ったら、
「要らないよ！使わないでしょ」と言われてしまいました。喜ぶと思ったのに・・・気づけば私も音楽を聴く手段は、スマホになっていて音楽
配信等のアプリを利用しています。また息子にスマホで音楽を聴いていたら「サブスクにすれば」と言われて「?」「何？」です。「だから定
額制だって」日本語で言って欲しいサブスクは、サブスクリプションと言って定額制サービスのこと2019年の新語、流行語にもなっていま
す。動画や音楽ゲーム等に広がりをみせました。そういえば、パパのお小遣いもずっと定額制です。アナログな我が家もずっと前からサブ
スク導入してました。子ども達のお小遣いは歩合制です。（なにか違う！）

鰺 ヶ沢 町子 育 てサ ポート センタ ー

場所：中央公民館１階

【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

