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山崎先生が道具の使い方︑ 色の
混ぜ方を指導してくれて真剣に
聞く子ども達︒ ︵写真下︶

チャレンジ

去る二月十七日︵日︶に
子育てグループ﹁ランドセ
ル﹂主催の和菓子作りが行
われました︒
参加してくれた六十二名
の子ども達とその保護者の方々が﹁山ざき菓子
店﹂の店主 山崎康裕さんの指導のもと︑和菓
子作りに挑戦しました︒
今回で二回目の和菓子作りでしたが︑本格的
な和菓子を職人の手ほどきで体験することが出
来て︑皆さん個性あふれる色付けをし︑好きな
花や動物などを楽しく作りました︒
そのあとは︑七段飾りのひな人形を見ながら︑
自分の作った和菓子と抹茶をいただきました︒

和菓子作り に
！

発行日：平成２５年 ３月 ７日
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はじめました。

「ajisapo」
で検索してみてね！

平成25年度

放課後ルームについて

春休みルーム に

平成2５年度の放課後ルームについてのお知らせです。

ついてのお知らせ
放課後ルームでは３月２７日（水）
から４月５日（金）の９日間、春休み
ルームを開設します。ご利用の際は、入会届にご
記入の上、母子支援センターへお申込み下さい。
なお、スクールバスは運行していませんので、
開設場所（旧鰺ヶ沢幼稚園）へ直接送迎をお願い
します。 ※長期ルームのみの利用や、４年生〜
６年生の利用も可能です。
【開設時間】 午前８時〜午後６時 （朝７時３０分から利用
をご希望の際は、利用予定の右欄に、ご記入を
お願いいたします。）
【開設場所】 旧鰺ヶ沢幼稚園 （西海小・舞戸小合同です。）

締切：平成２５年３月１４日（木）

【対 象 児 童】 小学生低学年（１〜３年生）及びその他健全
育成上必要と認められる児童
【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
【開 始 日】 平成２５年４月６日（土）
【利用者 負担金】 月額２,５００円（教材費・応援団賃金として）
※きょうだいの場合は２人目から利用者負担金のみ１,５００円

【月５日以内の短期利用者 負担金】 月額１,０００円
※月６日以上の短期利用は、通常の利用者負担金と同額になります。
◎おやつ代として別途、月５日以内３００円、月１０日以内５００円、月１１日以上１,０００円
を父母の会が徴収します。
◎利用者負担金等の集金袋は、必ず保護者が持参し、納付日は毎月５日厳守とし、
応援団あるいは母子支援センターへ預けるようお願いします。
※長期休暇（夏、冬、春休み）のみの利用や、
４年生〜６年生の利用も可能です。

申込み＆
問合せ
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２５年度 小 ･ 中学校 行事予定表 保存版
西海小学校
入学式・始業式（6 日）
参観日・ＰＴＡ総会（27 日）

舞戸小学校
入学式・始業式（6 日）
参観日・ＰＴＡ総会（26 日）

運動会（25 日）
運動会予備日（26 日）

鯵ヶ沢中学校
入学式・始業式（6 日）
修学旅行（16 〜 19 日）
参観日・ＰＴＡ総会（25 日）
運動会（18 日）＊予備日（19 日）
中間テスト（29 日）

たてわり遠足（21 日）

運動会（2 日）
運動会予備日（4 日）
参観日 (26 日 )

中体連（8 〜 9 日）
期末テスト（27 〜 28 日）

参観日・給食試食会（2 日）
1 学期終業式（19 日）

校内相撲大会（5 日）
1 学期終業式 (19 日）

参観日（4 日）
中体連県大会（13 〜 15 日）
1 学期終業式（22 日）
職場体験（23 〜 25 日）

2 学期始業式（22 日）

2 学期始業式 (22 日 )

2 学期始業式（22 日）

森林教室〔4 年生〕（6 日）
修学旅行〔6 年生〕（11 〜 13 日）
宿泊学習〔5 年生〕（26 〜 27 日）

中体連新人戦（14 〜 15 日）
防災教室（25 日）

学習発表会（26 日）

学習発表会（26 日）

中間テスト（3 日）
合唱コンクール（19 日）
鯵中祭（20 日）

クラブ発表会（22 日）
就学児童健康診断（28 日）
日曜参観日（30 日）

就学児童健康診断（21 日）

期末テスト〔3 年〕（21 〜 22 日）
期末テスト〔1 ･2 年〕（28 〜 29 日）

校内カルタ大会（19 日）
2 学期終業式（20 日）

参観日（4 日）
2 学期終業式（20 日）

参観日（１１ 日）
2 学期終業式（20 日）

修学旅行〔6 年生〕
（4 〜 6 日）

3 学期始業式（15 日）
3 学期始業式（15 日）
〜 29 日）
スキー教室（28 日）
〔4〜 6年生〕 学力テスト（28
スキー教室（23 日）〔4・5 年生〕
スキー教室（30 日）
〔3・6 年生〕
鯵中一日入学（5 日）
鯵中一日入学（4 日）
スキー教室（10 日）
〔4 〜 6 年生〕 新入生一日入学・保護者説明会
新入生一日入学・保護者説明会
（19 日）
(20 日 )
参観日・鯵中入学説明会（26 日）
参観日 (26 日）
6 年生を送る会 (28 日）

卒業式 (22 日）
修了式・離任式 (26 日）

6 年生を送る会 (7 日）
卒業式（21 日）
修了式・離任式（26 日）

編集後記

今年の雪はすごかった・・・。それでも、春はすぐそこ
まで来ています。 春は旅立ちの季節。サポセンは、
いつだって、新しい世界へ羽ばたいていく
みんなの勇気を応援しています！！

3 学期始業式（15 日）

一日入学〔6 年生〕（5 日）
私立高校一般入学試験（13 日）
期末テスト〔3 年〕（18 日）
私立一般合格発表（20 日）
期末テスト〔１ ･2 年生〕（24 〜 25 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）
修了式・離任式（26 日）
※２月２８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

