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大高山総合運動公園で

ク
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五月二十日︵月︶に
子育てグループ﹁ラン
ドセル﹂とサポセン合
同企画﹁みんなで歩こ
うノルディックウォー
ク﹂を大高山総合公園
にて行いました︒
教育課スポーツ振興
班の千田さんによる指
導のもと︑十二名が参
加し︑ポールの使い方
歩き方をレクチャーし
て頂きました︒
満開の八重桜を眺め
ながら︑心地良い汗を
流し新緑の季節を満喫
しました︒
主催：子育てグループランドセル

職人の手ほどきで和菓子を手作りします
美味しいお茶とともに頂きましょう

日 時： ６月２４日(月)
（受付 ９時３０分

開始 １０時）

場 所：鯵ヶ沢中央公民館 和室
参加費：６００円（材料費５００円を含みます）
持ち物：エプロン、手ふき
締 切：６月９日(日)
お申し込み：中央公民館

体験しました。

５
平成２

年度

あおもり家庭教育アドバイザー
養成講座開催のお知らせ
平成２５年９月 ５日（木）
９月１０日（火）
午前 1 ０時〜午後３時まで

日

時：

場
講

所：金木公民館ホール （五所川原市）
師：弘前大学 生涯学習教育研究センター 講師
深作 拓郎 氏
催：青森県教育委員会
象：家庭教育支援活動に携わってる方、
家庭教育支援活動に興味関心がある方、
PTA 関係者、 子育て支援団体
等関係者など
定 員：15 名程度

主
対

TEL 72‑2859

＜お問い合わせ＞
◎鯵ヶ沢町子育てサポートセンター

TEL ７２‑２８７４（月・木）
◎鯵ヶ沢町役場 教育課
TEL ７２‑２１１１（内線３３３）

申込み＆お問合せ

〆切は８月２８日（水）
まで

〒０３０−８５４０ 青森市新町２丁目３−１
青森県教育庁生涯学習課 担当：山形
TEL：０１７‑７３４‑９８９０ FAX：０１７‑７３４‑８２７２
Eメール：akiko̲yam agata@p re f. aom ori. l g. jp

甘え合い、支え合える
地域の子育て環境をめざして
弘前大学生涯学習教育研究センター

青森県総合社会教育センター http://kosodate‑a.net/→「子育て動画」
●家庭教育支援動画コンテンツ

●電話相談

１．母と三姉妹（青森市）
２．りんご農家の家庭（弘前市）
３．両親と6人兄妹（東北町）
４．両親と3人兄妹（東通村）
５．両親と３人兄弟（鶴田町）
６．酪農一家5人家族（三戸町）
７〜10．県内の支援団体の紹介

０１７−７３９−０１０１
毎週火・木（年末年始・祝日を除く）
１３：００〜１６：００
●メール相談
http://kosodate‑a.net
携帯電話からは
http://kosodate‑a.net/i

１．まなざしあい ２．つながりあい

と

ようやく暑くなってきました。
夏バテ防止のためも、食事はしっかり摂りたいものですね。

― 材料

１６０ｇ
６本
８０ｇ
２個
少々
適宜

ノンオイルドレッシング

大さじ５

半熟卵
ミニトマト

＊納豆やモロヘイヤ、 めかぶなどを加えると、 ねばねばがさらにパワーアップして良いかも！

保育園
行事予定表
毎週第２・第４水曜日

みなみ保育園

６月１２日（水）
２６日（水）
７月１０日（水）
２４日（水）

午前９時〜１１時

TEL：７９−２５３０

６月２２日（土）
運動会８：30〜
7月２０日（土）
愛児園祭り16：30〜

毎月１９日９時３０分〜１１時

たていし愛児園 TEL：７２−１２４６

６月２２日（土）
運動会９：00〜
7月１３日（土）
９：30〜

TEL：７２−２７０４

鰺ヶ沢保育所 TEL：７２−２０６７
毎週月〜金曜日
＜午前の部＞
８時３０分〜
１ １時３０分

き ： ７ 月 ４ 日 （木） １ ０ 時〜１ ５ 時
※美文字体験は 10 時〜 12 時までです。

巷でお馴染みの美文字体験しませんか？
自分の名前を綺麗に書けたら素敵ですよね（＾０＾）
日本教育書道会、工藤清水先生が教えて下さいます。
お気軽に参加して下さい（＃＾０＾＃）

６月 ８日（土）運動会
11日（火）身体測定
12日（水）グッドママ
スクール（町保健師）
25日（火）お誕生会
27日（木）おでかけネット
（はまなす公園）

７月 ３日（水）七夕祭り
５日（金）身体測定
＜午後の部＞
１３時３０分〜
13日（土）ねぷた祭り
１５時３０分
24日（水）総合避難訓練
（木）お誕生会
※ 町の乳幼児健診の時に、バンビルームの先生がいます。 25日
詳しい内容については、気軽にお問合せ下さい。

編集後記

場 所 ： 中 央公民 館 ２階 和 室
参 加費 ： ２００円 （ペ ン 代を 含む ）

２個
４個

― 作り方 ―
①オクラは茹でて 1 ㎝位の輪切りにする。長いもは皮をむき細めの
短冊切りにする。ミョウガは薄い輪切りにする。カイワレは 5 ㎝位
に切る。
②うどんは茹でて冷水にさらし水けをきって皿に盛る。
③皿に盛ったうどんに①の具をちらして半熟卵、かつお節をのせ、
ドレッシングをかけていただく。

中村保育所

」

―

(２人分)

干しうどん
オクラ
長いも
ミョウガ
カイワレ大根
かつお節

かかしっこ デイ

＊７月のサポセンサロン＊
「

さっぱりサラダ麺

深作拓郎

県教育委員会では、 ２０１２年度に家庭教育支援のための
２つの教材を開発することとなり、 委員の一人として作成に携わり
ました。
一つが 『家庭教育支援コンテンツ』 です。 約５分の映像
６本は、 県内に実在するご家庭にご協力いただき、 それぞれの
ご家庭での親と子どもの関わりを観ていただくことで、 肩肘張ること
なくそれぞれのスタイルで家庭での子育てを進めていってほしい、
その参考になればという想いを込めています。
その他に５分の映像が４本あります。 こちらは、 県内で子育ち ・
子育て支援を行う団体などの活動を紹介しています。 自分の
身近にも想いを込めて支援をしてくれる 「人」 がいて、 自分も
関われる ( 社会とつながれる ) ことを伝えたいという想いを込めて
作成しました。 県総合社会教育センターのホームページ
（文末に記載） に公開されておりますので、 是非ともご覧ください。
二つ目は、 『あおもり親楽 ( おやがく ) プログラム−乳幼児 ・
小学生編』 です。 これは、 一昨年策定した 「あおもり家庭教
育１０か条」 を素材に、 親同士が語り合いを通して 「気づき」
や 「学び」 につながれるよう、 より主体的に
学び合う参加型の学習プログラムです。
１０個の身近なエヒソードを題材に、 みんな
で語り合っていけるような構成になっています。
私は、 子育てにおける 「自立」 とは、
一人でできるようになることではなく、 甘え合
えたり支え合えることだと考えています。
以前、 ある大物女優Ｔさんと対談をした時の彼女のエピソード
が印象深く残っています。 Ｔさんは、 子どもを連れて都内にある
「冒険遊び場」 に通い、 つながりをつくっていったそうです。 私が
「具体的には？」 と質問すると 「頼ったり頼られたりする関係」 と
即答されていました。 この津軽地方にも、 暖かく見守り支えてくれ
る人たちがたくさんいます。 今は、 その優しさに甘えましょう。 遠慮
する必要はありません。 自分が見守り支える立場になった時、
あなたが貰った暖かさと優しさをおすそわけすれば良いのですから。

●家庭教育支援啓発教材

いただきま〜す

新緑がきれいな季節になりましたね。田んぼ
からは毎晩カエルの合唱が聞こえ、癒される
この頃です。今年度も無事にほっとタイムを
発行することが出来ました！
今年度もよろしくお願いします。

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

