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月18日土曜日、「和菓子作
り」を鰺ヶ沢町中央公民館で行
いました。
（子育てグループ『ランドセル』主催） 山ざき菓子店店主
山崎康裕さん指導のもと、親子50人が和菓子作りに挑戦しました。
毎年、楽しみに参加してくれるベテランさんから今年初参加の新人
さんまで,みなさん真剣に山崎さんの話を聞いて、思い思いの和菓子
を作っていました。
「食べるのがもったいな〜い」と思う位素敵に出来
ました。今年は、お父さんもたくさん参加してくれましたが、お父さん
の作る和菓子も繊細でダイナミックでした！和菓子を作った後には
それぞれ本格的な抹茶を点て、普段出来ない貴重な体験ができたと皆
さんに喜んでもらいました。
（子ども達には、ちょっと苦かったかな）

〈サポセン 春休みのお知らせ〉
今年もみんな上手に出来たよ〜♪

孫育て講座
地域皆で赤ちゃんの
笑い声を⁝︒

赤石公民館で﹁孫育て講座﹂を開
催しました︒寒い中︑十四名の方が
参加してくれました︒母子支援セン
ターの中嶋さんと新岡さんを講師に
迎え︑お孫さんとの関わりがより一
層楽しくなり︑ママたちの応援にも
繋がるようなお話をたくさん聞くこ
とが出来ました︒興味のある方は資
料を差し上げますよ︒
孫育て講座は今年で３回目になります︒子育て環境の充
実を目指して始まった孫育て講座ですが︑地域の方々の積
極的なご参加を頂くことができ感謝申し上げます︒
来年度もさらにパワーアップした内容で
開催したいと思います︒内容やご要望
などがありましたら︑お気軽にサポセ
ンまでお知らせください︒
っと
つながれ
あじがさわ

平成２９年３月１７日 （金） 〜
平成２９年４月５日 （水）

｢新しい世界へ｣
〜別れ 、 そ し て 出逢い 〜

インフルエンザが猛威を振るった冬も終わり、南の方から
桜の便りが聞かれる季節となりました。
卒業の時期を迎えた保護者の皆さんの胸のうちは、卒業
を迎えられたことへの安堵感と、これから新しい環境へお
子さんを送り出す不安が入り混じっていることでしょうね。
慣れ親しんだ仲間や先生・住みなれた街を離れることで、
辛く寂しく不安な気持ちになるのは当然ですが、また新た
な出逢いもあるので、自分の住む世界が広がることへのワ
クワク感を楽しめると良いですね。
親心としては一日も早く新しい環境に馴染んでもらいたい、
と思う気持ちは良〜く分かります。でも、焦ることで周りが見
えなくなることもありますよね？
一人一人進む速さは違って当
たり前。日々の暮らしの中で焦る
ことなく、着実に一歩、いや半歩
ずつでも・・・。
時には振り返ったり後退りするこ
とがあっても良いのではないでしょうか。
鰺ヶ沢町子育てサポートセンターは、これからも町の子ど
も達の成長を、保護者の皆さんとともに見守っていきます。

平成 2 9 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 （２２日） 参観日 ・ ＰＴＡ総会 （２８日）

入学式 ・ 始業式 （７日）
参観日 ・ ＰＴＡ総会 （２７日）

運動会 （２７日）
運動会予備日 （２８日）

中間テスト （２６日）

保存版
鯵ヶ沢高校
入学式 （７日）
始業式 （１０日）

たてわり遠足 （２３日）

運動会 （３日）
運動会予備日 （７日）
参観日 （２９日）

中体連 （１０〜１１日）
運動会 （２４日）

公開授業 （５〜９日）
体育祭 （１７日）

参観日 （４日）
１学期終業式 （２１日）

校内相撲大会 （７日）
１学期終業式 （２１日）

期末テスト （３〜４日）
参観日 （７日）
中体連県大会 （１５〜１７日）
１学期終業式 （２１日）

流し踊り （１５日）
１学期終業式 （１９日）
体験入学 （３１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〕 （２０〜２２日） 中体連 （９〜１０日）
２年生 修学旅行 （１９〜２２日）
マラソン記録会 （２８日）
中間テスト （２９日）

耐久遠足 （２２日）

宿泊学習 （３〜４日）
学習発表会 （２８日）

学習発表会 （２１日）
宿泊学習 〔５年生〕 （３〜４日）

合唱コンクール （１４日）
鯵中祭 （１５日）
西つ合唱祭 （26 日）

就学児童健康診断 （１６日）
参観日 （２９日）

就学児童健康診断 ・
入学説明会 （９日）

期末テスト （２７〜２８日）

校内カルタ大会 （１９日）
２学期終業式 （２２日）

参観日 （６日）
２学期終業式 （２２日）

参観日 （１２日）
２学期終業式 （２２日）

３学期始業式 （１５日）
学力検査 （２３〜２４日）
鯵中一日入学 （３１日）

３学期始業式 （１５日）
３学期始業式 （１５日）
スキー教室 （１８日） 〔４・５年生〕
スキー教室 （２３日） 〔３・６年生〕

スキー教室 （１ ・ ８日）
６年生を送る会 （２３日）

鯵中一日体験入学 （６日）
参観日 （２８日）

期末テスト 〔３年〕 （８日）
スキー教室 （１〜２日）
〔１ ・ ２学年〕
期末テスト 〔１ ･ ２年生〕 （２３日）

参観日 （１日）
卒業式 （１６日）
修了式 ・ 離任式 （２６日）

６年生を送る会 （２日）
卒業式 （２１日）
修了式 ・ 離任式 （２６日）

県立高校入試 （８日）
卒業式 （１３日）
県立高校合格発表 （１４日）
修了式 ・ 離任式 （２６日）

鰺高祭 （２１〜２２日）

２学年修学旅行 （１２〜１６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 （１６日）

卒業式 （１日）
終了式 ・ 離任式 （２６日）

※３月６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。
※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

