No. 56
発行日：平成２４年３月２２日
発 行：鰺ヶ沢町家庭教育推進協議会
編 集：鰺ヶ沢町子育てサポートセンター

「よぐ降るっきゃねぇ。」が、近所の人との合言葉になった今年のなごり雪。体
があちこち悲鳴をあげていますよ。先日の地震では、心が悲鳴をあげそうでした。
小・中それぞれ合併 2 年目になる 24 年度は、安心して子育てができると良いよね。

子育てグループ

ランドセル

平成24年度

放課後ルームについて

メンバー募集のお知らせ
子育てグループ 「ランドセル」 は、
親と子が一緒に体験し、 同じ時間を
共有することにより会話を増やし、
信頼関係を築いていくことを目的として
活動してます。
今年度は、 フラダンス ・ 紙相撲大会 ・
和菓子作り ・ しゃべり場などを行いました。
来年度も、 いろいろな企画をし活動していきたいと思います。
私たちと一緒に、 企画 ・ 運営に参加したい方を大募集して
います。 「どんなことをやっているか分からないから不安」 と
いう方は、 ぜひ一度 子どもさんと一緒に、 イベントに参加し
てみてくださいね。 活動に興味のある方、 イベント等でコラボ
してみたい方は、 下記までご連絡ください。 お待ちしています。

平成24年度の放課後ルームについてのお知らせです。
対 象 児 童：小学生
開 設 場 所：西海小学校の児童は、西海小学校
舞戸小学校の児童は、旧鰺ヶ沢幼稚園
開 設 日 時：月曜日〜金曜日の放課後から18 : 00まで
児童の帰宅：保護者が直接お迎えする、あるいは
スクールバス最終便で帰る
開 始 日：平成２４年４月７日（土）

＊ 「ランドセル」 代表 冨田幸子 TEL: ７２ ‑ ５８００
連絡先 ＊ 子育てサポートセンター TEL: ７２ ‑ ２８７４
（月 ・ 木 ９ ： ３０〜１５ ： ３０）
２月２５日︵土︶に︑子育て
グループ﹁ランドセル﹂主催で︑
和菓子作りを行いました︒参加
人数は１９組４３名︒
︵実はラ
ンドセル始まって以来の参加
人数でした！！︶
はじめに︑現役大学生を講
師に迎え︑ペーパークラフト
のおひな様を作成しました︒
細かい作業が多かったので︑
保護者の方と協力しながら︑
カワイイおひな様を作ること
ができました︒
記念撮影の後︑
﹁菓子の山崎﹂
店主 山崎康裕氏の手ほどき
の下︑本格的な練りきりを︑
それぞれの工夫を凝らしなが
ら︑楽しく作っていました︒
お抹茶を立てる経験も初めて
でしたが︑
みんな上手に
できて︑自分で作った和菓
子と一緒にいただきました︒
参加して下さったみなさん︑
ありがとうございました︒

和菓子作り初体験

先生からのレクチャーを真剣
に聞いてるよ。 （写真左下）

うまくハサミを使って
チョキチョキ。 のりで
切ったおひな様を上手
にひな壇に貼り付けて、
手作り。 みんな上手に
できたよ。 （写真右上）

利用者 負担金：月額２５００円
申込み＆問合せ先

鰺ヶ沢町役場 健康福祉課
母子支援センター
TEL：72‑2111（内線300）

平成24
年度

サポセンの活動に
ついてのお知らせ
今年度も残すところあと僅かになりました。一
年間、ありがとうございました。
来年度から「ほっとタイム」は、小中学校、保
育所の児童に配布することになりました。町内の
公民館とパル・Ｋ２店舗内のサポセン情報ボード
にも置いてありますので、ご自由にお持ちくださ
い。
四月からもサポセンは月・木で開設日します。
今まで通り、自由にいらしてください。お待ちし
ています。また、相談したい方は、そのほかの曜
日でも、できる限り対応していきますので、電話
やメールでご連絡ください。
サポセンは、お母さん達がゆっくりお喋りした
り、お話を聞いたり、何か作ったりできる時間と
場所を提供したいと考えています。
全て計画通りにはいかないかもしれませんが、
月に一度のサロンの開催を目指してがんばります
ので、チラシを見たときには、ぜひいらしてくだ
さいね。

平成 24 年度 小 ･ 中学校 行事予定表
保存版

西海小学校

舞戸小学校

鯵ヶ沢中学校

入学式・始業式（7 日）
参観日・ＰＴＡ総会（21 日）

入学式・始業式（7 日）
参観日・ＰＴＡ総会（21 日）

入学式・始業式（7 日）
参観日・ＰＴＡ総会（23 日）

運動会（26 日）
運動会予備日（27 日）

映画上映会〔人権教育〕(1 日 )

修学旅行（8 〜１１日）
中間テスト（25 日）

たてわり遠足（22 日）

運動会（3 日）
運動会予備日（5 日）
参観日 (27 日 )

中体連（9 〜 10 日）
運動会（23 日）

参観日・給食試食会（3 日）
アユ釣り（7 日）
1 学期終業式（20 日）

校内相撲大会（6 日）
1 学期終業式 (20 日）

期末テスト（2 〜 3 日）
中体連県大会（１ 4 〜 15 日）
参観日（18 日）
1 学期終業式（20 日）
職場体験（24 〜 26 日）

2 学期始業式（24 日）

2 学期始業式 (23 日 )

2 学期始業式（23 日）
夏季標準学力テスト（31 日）

宿泊学習〔5 年生〕（4 〜 5 日）
森林教室〔4 年生〕（5 日）
修学旅行〔6 年生〕（12 〜 14 日）
徒歩遠足（28 日）

中体連新人戦（8 〜 9 日）
高校入学者選抜要項説明会（13 日）
防災教室（24 日）

防災教室〔5・6 年生〕（5 日）

中間テスト（4 日）
合唱コンクール（20 日）
鯵中祭（21 日）
西つ合唱祭（25 日）

クラブ発表会（16 日）

学習発表会（3 日）

県中文祭（9 〜 10 日）
期末テスト〔3 年〕（21 〜 22 日）
期末テスト〔1 ･2 年〕（26 〜 27 日）

参観日・親子鑑賞教室（2 日）
校内カルタ大会（20 日）
2 学期終業式（21 日）

参観日（5 日）
2 学期終業式（21 日）

参観日（１１日）
2 学期終業式（21 日）

3 学期始業式（15 日）
学力テスト (23 〜 24 日）
スキー教室（29 日）

3 学期始業式（15 日）
学力テスト（22 〜 23 日）
スキー教室（24 日・31 日）

3 学期始業式（15 日）

鯵中一日入学（4 日）
スキー教室（7 日）
参観日（19 日）
新入生一日入学・保護者説明会
(21 日 )
6 年生を送る会 (28 日）

鯵中一日入学（4 日）
新入生一日入学・保護者説明会
（20 日）
参観日・鯵中入学説明会（27 日）

一日入学〔6 年生〕（4 日）
私立高校一般入学試験（13 日）
期末テスト〔3 年〕（14 日）
私立一般合格発表（20 日）
期末テスト〔１ ･2 年生〕（25 〜 26 日）

卒業式 (19 日）
終了式・離任式 (26 日）

卒業式（20 日）
終了式・離任式（26 日）

県立高校前期試験（5 日）
卒業式（8 日）
前期試験合格発表（１１日）
後期試験（14 日）
後期試験合格発表（19 日）
終了式・離任式（26 日）

修学旅行〔6 年生〕
（5 〜 7 日）

収穫祭（5 日）
学習発表会（28 日）

※３月３１日現在の予定です。変更する場合もありますので、ご了承下さい。

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

