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春の日差しが暖かい二月二十一
日土曜日に︑﹁ランドセル﹂︵子
育てグループ︶主催の和菓子作
りを鰺ヶ沢町中央公民館で行い
ました︒
子供たちとその保護者約五十
人で︑﹁山ざき菓子店﹂店主の
山崎康裕さん指導の元で和菓子
作りに挑戦しました︒
山崎さんがお手本に﹁さくら﹂や
﹁ジバニャン﹂を作る姿に子供たち
は︑﹁おー﹂とビックリ！目を輝かせ
作り方の説明を真剣に聞いていたの
が印象的でした︒
参加してくれた子供たちは︑﹁難
しかったけど楽しかった﹂︵舞戸小
学校四年 齊藤伶香ちゃん︶﹁すごく
楽しかった﹂︵舞戸小学校一年 三浦
孝太君︶﹁ねんど感覚でつくること
ができておもしろかった﹂︵西海小
学校三年 舘山瑠菜ちゃん︶﹁楽しかった﹂
︵舞戸小学校二年 成田樹南ちゃん︶
︑
﹁美味し
かった﹂
︵鰺ヶ沢保育所 齊藤雪乃ちゃん︶な
ど︑たくさん感想を話してくれました︒
親子で色々話しながら色とりどりの和菓子
を作って︑自分で点てたお茶を頂き︑会場には
七段飾りの木目込みひな人形を展示していた
ので︑一足早いおひな様気分を味わいながら
ゆっくり﹁あったかいんだからぁ〜♪﹂な時
間を過ごしました︒
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（写真上 左から） コマさん、 ブシニャン、 ジバニャン、 アンパンマン、 メロンパンナちゃんそっくりの
和菓子も出来たよ〜！

町内スポーツクラブのお知らせ
【あじがさわジュニアバスケットボールクラブ】
練習日：月曜、水曜、金曜の週３日間
時 間：５時半から８時まで （都合により変更もあり）
場 所：舞戸小学校 体育館
対 象：小学生（全学年）
連絡先：０９０‑８９２０‑４７１２ 秋元まで

【鰺ヶ沢スイミングクラブ】
練習日：幼児コース・学童コースは、水曜〜土曜の週１〜２回コース
時 間：幼児コースは１５：３０〜１６：４５、学童コースは１６：３０〜１７：４５
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〜
連絡先：７２‑５７００

【鰺ヶ沢清空館（空手）】
練習日：月・水・金曜日
時 間：午後６時〜８時まで
（初心者は７時まで）
場 所：鰺ヶ沢教材社 後ろ
対 象：年長、小学生、中学生
連絡先：７２‑４２６３ 加藤まで
＊見学・料金等は、各連絡先まで各自お問い合せ下さい。

＜サポセン 春休みのお知らせ＞
平成２７年３月１３日 （金） 〜
平成２７年４月８日 （水）

サポセンおすすめ
絵本コーナー
「うんちの正体〜菌は人類をすくう」
作 ： 坂元 志歩
絵 ： 鱈 耳郎
出 版 社 ： ポプラ社
価
格 ： ¥1,300 ＋税
うんちについて真剣に考えたことってありま
うんちについて真剣に考えてことってありま
すか？この本を読めば、うんちなんて・・・などと、ないがしろにはできな
くなるはず。 うんちって一体何者なのか。 ただの食べカスだなんて思
ったら大間違い。 侮ってはいけません。 うんちによって救われる命も
あるのですから。健康のバロメーターにもなるうんち。驚きがいっぱい
のうんちの世界。家族みんなで話題にしてみてね〜！！！

平成 2 7 年 度 町 内 学 校 行 事 予 定 表
西海小学校

舞戸小学校

鯵ヶ沢中学校

入学式 ・ 始業式 （７日）
入学式 ・ 始業式 （７日）
参観日 ・ ＰＴＡ総会 （２５日） 参観日 ・ ＰＴＡ総会 （２８日）

入学式 ・ 始業式 （７日）
全国学力テスト （２１日）
参観日 ・ ＰＴＡ総会 （２２日）

運動会 （２３日）
運動会予備日 （２４日）

修学旅行 （１２〜１５日）
中間テスト （１５日） 〔１ ・ ２年生〕
中間テスト （２１〜２２日） 〔３年生〕
運動会 （３０日）

保存版
鯵ヶ沢高校
入学式 （７日）
始業式 （８日）

たてわり遠足 （１２日）
ピアノコンサート （２５日）

運動会 （６日）
運動会予備日 （１０日）
参観日 （２６日）

運動会予備日 （１日）
中体連 （１３〜１４日）
期末テスト （２５〜２６日）

公開授業 （８〜１２日）
体育祭 （２０日）

参観日 （２日）
１学期終業式 （２１日）

校内相撲大会 （３日）
１学期終業式 （１７日）

参観日 （８日）
中体連県大会 （１８〜２０日）
１学期終業式 （２１日）

流し踊り （１８日）
１学期終業式 （２２日）
体験入学 （２９日）

２学期始業式 （２４日）

２学期始業式 （２１日）

２学期始業式 （２０日）

２学期始業式 （２４日）

修学旅行 〔６年生〕 （３〜５日） 修学旅行 〔６年生〕 （９〜１１日） 入試説明会 （１０日）
宿泊学習 （３０日）
徒歩遠足 （１８日）
中体連 （１２〜１３日）
宿泊学習 〔５年生〕 （３０日）
マラソン記録会 （８日）
学習発表会 （２４日）

中間テスト （１日）
合唱コンクール （１７日）
鯵中祭 （１８日）

学習発表会 （３１日）

就学児童健康診断 （２６日） 就学児童健康診断 ・
入学説明会 （１２日）

西つ合唱祭 （２日）
期末テスト 〔３年〕（１９〜２０日）
期末テスト 〔１ ･ ２年〕（２６〜２７日）

参観日 （４日）
校内カルタ大会 （１８日）
２学期終業式 （２２日）

参観日 （２日）
２学期終業式 （２２日）

参観日 （９日）
２学期終業式 （１８日）

３学期始業式 （１５日）
スキー教室 （２６日）
〔４〜６年生〕

３学期始業式 （１５日）
３学期始業式 （１４日）
学力テスト （２６〜２７日）
スキー教室 （２１日） 〔４・５年生〕 新入生保護者説明会 （２７日）
スキー教室 （２８日） 〔３・６年生〕

耐久遠足 （１８日）

鰺高祭 （２４〜２５日）

２学年修学旅行 （８〜１２日）
スポーツ競技大会 （１７〜１８日）
２学期終業式 （１８日）
３学期始業式 （１２日）

小６一日体験 （２日）
スキー教室 （４〜５日）
私立高校一般入学試験 （１２日） 〔１ ・ ２学年〕
期末テスト 〔３年〕 （１７日）
私立一般合格発表 （１９日）
期末テスト 〔１ ･ ２年生〕 （２６日）

参観日 （４日）
卒業式 （１９日）
修了式 ・ 離任式 （２５日）

県立高校前期試験 （８日）
卒業式 （１１日）
前期試験合格発表 （１４日）
再募集 （１７日）
再募集合格発表 （１９日）
修了式 ・ 離任式 （２５日）

編集後記

学力検査 （２日）
鯵中一日体験入学 （２日）
鯵中一日入学 （２日）
スキー教室 （９日）〔４〜６年生〕 参観日 （２５日）
新入生一日入学 ・
保護者説明会 （１８日）
６年生を送る会 （２６日）
６年生を送る会 （４日）
卒業式 （１９日）
修了式 ・ 離任式 （２５日）

3月に入って転勤で引越しの話を聞くと、せっか
く知り合いになれたお母さんとお別れになってしま
うことは寂しいです。卒業式の季節で別れは悲し
いけど、4月には新しい出逢いがありま
すね。新学期は楽しく充実し
たものでありますように。

卒業式 （１日）
終了式 ・ 離任式 （２５日）

※３月９日現在の予定です。 変更になる場合も
ありますので、 ご確認下さい。

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

