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ミステリーツアー

○

あじがさわ

体験

今年の夏は暑かったですね︒七月二十六

日の暑い最中に涼を求めて︑子ども達とミ

ステリーツアー決行︒まずは種里城主 光

信公の御廟所へ︒木々に囲まれた草が生え

ないと伝えられている場所に﹁死後も西の

備えたらん﹂と甲冑姿のままで埋葬されて

いるという︒昔は土葬だったという話から︑

種里の八幡宮隣り墓地跡を探索︒古い墓

石等があちこちにあり︑何となく寒気が︒

光信公の﹁死後も⁝﹂の言葉から︑赤石の

松源寺で︑地獄絵図を見せてもらいました︒

子ども達は︑怖がるかと思いきや︑ケロッと

して見ていました︒

午後は無人駅︵赤石︶からの列車移動︒北

金ヶ沢では︑日本一の銀杏の木を見て︑思

わずトトロを探してしまいました︒亀杉は

亀の形をしていなくて︑亀↓瓶の意味だそ

うです︒同行した中田学芸員の説明に︑昔

から気にしないで見ていた所も新しい発見

がたくさんあったツアーでした︒

最後のソフトクリームが︑一番

涼しかったです︒来年はどこへ

行くのか︑楽しみにしていて下さい︒
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参 加 者 の声
昔の事などを
知ることができて良かった
し︑地獄のお話が怖かったけ
ど︑とても楽しかったです︒
次も楽しみです！

主催：青森県発達障害者支援センター「わかば」（津軽地域）/ 共催：鰺ヶ沢町

発達障害

についての
講演 ･ 相談会のご案内

学校支援

ボランティア募集！
教育委員会では、鰺ヶ沢町内の小学校（舞戸・西海）と中学校で
地域と学校をつなぐボランティア活動をしてくださる個人と団体を登
録募集しています。ボランティアの内容は、学習支援（本の読み聞
かせ ･調理実習の補助 ･ミシンサポート）、郷土学習支援、環境整
備（本の整理 ･木の剪定 ･草取り）、部活動補助、
その他（部活動 ･通学見守り ･給食配膳の
補助）など様々な分野です。
鰺ヶ沢町 教育課 社会教育班 長谷川
TEL：７２‑２１１１（内線４３１）
注：ボランティア募集は、各学校では
受け付けておりません。

【丹代道場 相撲部員募集】
練習日：月〜金曜日
時 間：学校が終わり次第〜１８時頃まで
連絡先：７２‑４３５４ 齋藤孝夫
練習場所など、気軽に連絡下さい。女の子も大歓迎！

最近、様々なメディアでよく見聞きする「発達障害」について、
その理解と支援のヒントを一緒に学んでみませんか？ また、勉強
会の後は希望により、個別の相談会も実施します。 ご興味のある方、
個別の相談会をご希望の方は、
１１月９日
（金）まで下記の宛先へお
申込み下さい。

【日 時】１１月１６日（金）17:30 〜 20:00
（受付 17:00 〜）17:30 〜 19:00 講演会
19:00 〜 20:00 個別相談会
【場 所】鰺ヶ沢町中央公民館２階 大会議室
【対象者】障害福祉に関わる職員、医療 ･ 保健 ･ 教育 ･ 保育に
関わる職員、福祉施設職員、その他発達障害に興味 ･
関心のある方ならどなたでも
【講 師】青森県発達障害者支援センター「わかば」（津軽地域）
センター長 其田 真一 氏
【参加料】無料
お申込み
＆
お問合せ

青森県発達障害者支援センター「わかば」（津軽地域）
担当：其田
〒 037‑0036 五所川原市中央 4‑99
TEL:0173‑26‑5254 FAX:0173‑26‑5255

さぽひよ
よる9時頃、子ども達が突然「えんぴつ足りない､
消しゴム無くした」あ〜また始まったと、ちょっとうんざ
りします。もう遅い時間だから明日買うことにしようと
言っても本当に足りない時もあるし､明日無くて本人
が大変というよりも、周りに迷惑をかけたら申し訳ない
とか色々考えてしまいます。そんな時、文房具をストッ
クして子ども達に渡すようにしていますが、家にあるか
らとか､言えばなんとかなるとか簡単に思われても困
ります。普段から自分のモノの管
理意識を持たせて足りないモノ
は事前に言って欲しいです。
それと､夏休みを過ぎたこの時期、夏休みに子ど
も達がどのようにお小遣いを使ったか悩みも出てくると
思います。子ども達のお金の使い方、お小遣いについ
て子供と一緒に話してみてはいかかでしょう。お小遣い
帳を一緒につけたり、買い物の時に「お菓子一つまで
」の約束を「150円までなら」と金額にしてみたり、子ど
も達にどう使うかを考えてもらうのも楽しいかと思いま
す。そう言いながらも…支払いの時に電子マネーを
使っていて「お母さんお金持ってないの？」「お金持っ
て無くてもいくらでも買えるんだね」とか
「お金持ってないなら貸そうか？
(上から)」と言われて驚きながら
も反省しています。

＊ 10・11 月のサポセンサロン＊
10:30〜14:30
場所：中央公民館

保育園 子育て 支 援 の お 知 ら せ
１０時〜１１時３０分

舞戸保育所

10月 27日（土）

TEL：７２−２２７７
10月 ６日（土）

毎月１回

午前９時〜１１時

みなみ保育園

TEL：７９−２５３０

９時３０分〜１１時

TEL：７２−２７０４

鰺ヶ沢こども園 TEL：７２−２０６７
毎週月〜金曜日

※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。

スタッフがいないサロンです。ご利用の際は
サポートセンターに一言お声がけ下さい。

どなたでも
入場できます。
見に来てね！

中村保育所

* 材料費１人３００円

♪

体育館 他

かかしっこ デイ

４日（木）
８日（木）
１５日（月）
１５日（木）
２５日（木）
１９日（月）
２９日（月）ハロウィンパーティー ２６日(月）

１０月 １日（月）
１１月 １日（木） ５日（月） １２日（月）

１０月１３日 （土） 合唱コンクール
程♪
１３：００〜
１４日 （日） 文化祭
＜場所＞
９：２０〜
鰺ヶ沢中学校

たていし愛児園 TEL：７２−１２４６

１１月

〜自 由開放日〜

日

９時３０分〜１１時

参加費：無料

１０月

合唱 コ ンクール ･
鰺 中 祭 の お 知ら せ

＜午前の部＞
８時３０分〜
１ １時３０分
＜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。

11月 ３日（土）
10月 1８日（木）いも焼き会
19日（金）七五三お宮参り
31日（水）ハロウィンごっこ
10月 ６日（土）
ハロウィン･バザー作品展
11月 22日（木）
10月 2日（火）お誕生会･身体測定
4日（木）グッドママスクール
10日（水）お出かけネット
〜大高山公園へお出かけ〜

16日（火）ハロウィン製作
24日（水）総合避難訓練
31日（水）お店やさんごっこ
〜鰺ヶ沢こども園の行事に参加〜

11月 1日（木）身体測定
6日（火）七五三のお祝い
〜近くの神社へのお参り〜

20日（火）誕生会
29日（木）避難訓練
※11月中には、グッドママスクール（町の
保健師さんのお話）を予定しています。

＜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

今年は豪雨災害、台風被害、地震と自然災害が続いています。被災された皆様には心よりお見舞い
申し上げます。普段から災害に備えることの大切を実感するとともに、大自然の驚異をひしひしと感じて
います。災害が発生したその時、自分はどのように行動すべきか、家族との連絡はどうやって？食料や
水の備蓄は大丈夫？ ９月は防災月間です。今一度話し合って準備しておくことは大事ですね。

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

