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★サポセン 春休みのお知らせ★
平成２８年３月２５日 （金） 〜
平成２８年４月６日 （水）

＊ 4 月のサポセンサロン＊
「骨盤体操へ GO！ GO！」
と き ： ４月１４日

（木）
１ ０ 時〜１ ５ 時

講 師 : 「美 ・ 楽 ・ 来〜ミラクル鰺ヶ沢店」
院長 神 薫 氏
場 所 : 中 央 公民 館２階 和室
参加費 ： 300 円
※体操は１０時半から開始します。タオル・飲み物を持参して下さい。

〜サポセンサロンからのお知らせ〜
４月からサポセンサロンが、 月４回地区公民館でも開催されます。

開 催 日 ： ４月１１日（月）赤石公民館「Ma 〜 ma お茶会」
１９日（火）中村公民館「Ma 〜 ma お茶会」
２０日（水）鳴沢公民館「スキンチェック」
開催時間 ： １０時３０分〜１４時まで
参 加 費 ： １００円 ※昼食は各自持参下さい。
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二月二十日土曜日︑子育てグループ﹁ラン
ドセル﹂主催の﹁和菓子作り﹂を鰺ヶ沢中央
公民館で行いました︒
﹁山ざき菓子店﹂店主︑山崎康裕さん指導の
もとで︑親子五十二名が参加して和菓子作り
に熱中して取り組みました︒
子供達は︑山崎さんが作る和菓子に感
動して驚いていました︒お手本に持って
きた﹁わさお﹂や﹁うさぎ﹂等いろいろ
な動物の作り方の説明を︑真剣に聞いて︑
見て︑真似をしながら︑試行錯誤して
いました︒
大作・力作・傑作を作った後は︑自分
で抹茶を点てる体験をし︑皆で和菓子
を頂きました︒和菓子を手作りして抹
茶をいただく経験は︑なかなかできま
せんよね♪ 子供達も保護者の方もと
ても喜んでました︒
﹁楽しいね﹂﹁食べるのもったいない
ね〜﹂﹁目の前で職人さんの技に触れ
られて良かった﹂﹁毎年参加を楽しみ
にしています﹂たくさん嬉しい感想を
いただきました︒会場には︑木目込み
ひな人形を展示し
ていて︑春に一歩
近づいた陽気の中
で︑一足早いお雛
祭り気分を味わい
ました︒
﹁和菓子作り﹂も
今年で６回目︒
︵御
参加ありがとうご
ざいます︶早春の
鰺ヶ沢のイベント
として子供達に喜
んでもらえて嬉し
いです︒
来年も参加してね〜＼ (^o^) ／

食べるのがもったいない位でした。

町内スポーツクラブのお知らせ
しています。
募
集
【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

【Inti Wara SSF （U‑12 サッカークラブ）】

練習日時：土日祝日 １３時半〜１４時半（U‑６）、
１４時〜１７時頃まで（U‑１２）
月〜 金 １７時〜１９時頃まで（U‑１２） ※都合により日時等の変更あり
練習場所：大高山総合公園（多目的広場メイン）
対
象：小学生以下（年長含む）
見学・料金等は、各連絡先まで
※会場の都合により、変更になる場合があります。
連絡先：０９０‑７６６５‑０３０７ 山中まで
各自お問い合せ下さい。
※詳しくはサポセンに問い合せ下さい。

平成 2 8 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 （２３日） 参観日 ・ ＰＴＡ総会 （２８日）

入学式 ・ 始業式 （７日）
３年生 修学旅行 （１２〜１５日）
参観日 ・ ＰＴＡ総会 （２６日）

運動会 （２８日）
運動会予備日 （２９日）

中間テスト （３１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 （２４日）

運動会 （４日）
運動会予備日 （８日）
参観日 （２８日）

中体連 （１１〜１２日）
運動会 （２５日）

公開授業 （６〜１０日）
体育祭 （１８日）

参観日 （７日）
１学期終業式 （２１日）

校内相撲大会 （８日）
１学期終業式 （２１日）

期末テスト （４〜５日）
参観日 （１２日）
中体連県大会 （１６〜１７日）
１学期終業式 （２２日）

流し踊り （１６日）
１学期終業式 （２０日）
体験入学 （２８日）

２学期始業式 （２４日）

２学期始業式 （２４日）

２学期始業式 （２４日）

２学期始業式 （２２日）

修学旅行 〔６年生〕 （７〜９日） 修学旅行 〔６年生〕 （１４〜１６日） 中体連 （１０〜１１日）
徒歩遠足 （２３日）
入試説明会 （１２日）
中間テスト （２９日）
マラソン記録会 （６日）
学習発表会 （２９日）

学習発表会 （２２日）

合唱コンクール （１５日）
鯵中祭 （１６日）

耐久遠足 （１６日）

鰺高祭 （２９〜３０日）

就学児童健康診断 （１７日） 宿泊学習 〔５年生〕 （１０〜１１日） 西つ合唱祭 （１日）
就学児童健康診断 ・
宿泊学習 （１０〜１１日）
２年生 修学旅行 （１５〜１８日）
入学説明会 （２４日） 期末テスト （２４〜２５日）
参観日 （６日）
校内カルタ大会 （２０日）
２学期終業式 （２２日）

参観日 （２日）
２学期終業式 （２２日）

３学期始業式 （１６日）
学力検査 （２４日）

３学期始業式 （１６日）
３学期始業式 （１６日）
スキー教室 （１９日） 〔４・５年生〕 小６保護者説明会 （２５日）
スキー教室 （２４日） 〔３・６年生〕

参観日 （１３日）
２学期終業式 （２２日）

２学年修学旅行 （３〜７日）
スポーツ競技大会 （２１〜２２日）
２学期終業式 （２２日）
３学期始業式 （１３日）

鯵中一日入学 （１日）
鯵中一日体験入学 （１日）
スキー教室 （２ ・ ９日）
新入生一日入学 ・
保護者説明会 （１６日）
６年生を送る会 （２６日）

小６一日体入学験 （１日）
スキー教室 （２〜３日）
期末テスト 〔３年〕 （８日）
〔１ ・ ２学年〕
私立高校一般入試 （１４日）
私立一般合格発表 （２１日）
期末テスト 〔１ ･ ２年生〕 （２４日）

参観日 （２日）
卒業式 （１７日）
修了式 ・ 離任式 （２４日）

県立高校入試 （８日）
卒業式 （１１日）
県立高校合格発表 （１４日）
県立高校入試再募集 （１７日）
県立高校入試再募集
合格発表 （２１日）
修了式 ・ 離任式 （２４日）

参観日 （１日）
６年生を送る会 （３日）
卒業式 （１８日）
修了式 ・ 離任式 （２４日）

※３月７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。

卒業式 （１日）
終了式 ・ 離任式 （２４日）

※町民の皆様も気軽に行事にご参加下さい。

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

