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に
！
チャレンジ

去る二月二十三日︵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︒
参加してくれた子ども達とその保護者︵七十
名︶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︒
山崎さんが見本で作られた﹁はらぺこあおむ
し﹂や﹁ふなっしー﹂に︑子ども達は目を輝か
せながら興味津々で作り方の説明を聞いている
のが印象的でした︒
七段飾りの木目込みひな人形を見ながら親子
で手作りした和菓子と︑自分で立てたお茶を頂
き︑ほっこりゆったりした時間を楽しみました︒

わ

（写真左） 立派で素敵な
木目込みひな人形の前で
記念写真も撮りました。

（写真上） ゆるキャラのバリーさんやノンタンそっくり
の和菓子も出来たよ〜！

母子支援ヘルパー募集

「はらぺこあおむし」 と
ゆるキャラ 「ふなっしー」
そっくりの和菓子なっしー！

＆ 養成講座開催 のお知らせ

日 時：

４月１８日 （金） ９ ： ００〜１５ ： ３０
母子支援ヘルパーとは、町の母子支援センターで行う託児家事事業の協力
者です。妊娠出産に伴う家事を援助したり、入園前
のお子様の一時預かり保育や病後の保育園、学校
にいけない期間の面倒を見るなどを行います。

応募の条件 ： ◎町在住で、 無職の方
◎健康な方で、 年齢制限なし
◎子育て経験があり、 子どもが好きな方
◎年１回の研修会に参加できること
応募締切 ： 平成２６年４月１１日 （金） １７ ： ００まで
受 講 料 ： ５００円 （研修会テキスト代）
応募方法 ： 電話または直接役場へ
鰺ヶ沢町 福祉衛生課 母子支援センター
TEL ：72 − 2111 内線 301 （担当 中嶋まで）

サポセンおすすめ
絵本コーナー
「１４ひきのぴくにっく」
作 ・ 絵 ： いわむら かずお
出 版 社 ： 童心社
税込価格 ： ¥1,260
（本体価格 ：¥1,200）
ページをめくると、春のにおいが
してくるような心おどる絵本です。
読んだらきっと、ぴくにっくに出かけ
たくなります。 他に「せんたく」「あさごはん」等、色々あり
ます。全部楽しいよ！読んでね〜。

平成２ ６ 年度 小 ･ 中学 校 行事 予定 表
西海小学校

舞戸小学校

保存版

鯵ヶ沢中学校

入学式 ・ 始業式 （７日）
参観日 ・ ＰＴＡ総会 （２６日）

入学式 ・ 始業式 （７日）
参観日 ・ ＰＴＡ総会 （２５日）

入学式 ・ 始業式 （７日）
全国学力テスト （２２日）
参観日 ・ ＰＴＡ総会 （２４日）

運動会 （２４日）
運動会予備日 （２５日）

運動会 （２４日）
運動会予備日 （２７日）

修学旅行 （１３〜１６日）
中間テスト （１６日） 〔１ ・ ２年生〕
運動会 （３１日）

宿泊学習５年 （１９ ・ ２０日）

宿泊学習 〔５年生〕 （１９ ・ ２０日）
参観日 （２６日）

運動会予備日 （１日）
中体連 （１４〜１５日）
期末テスト （２６〜２７日）

参観日 （２日）
１学期終業式 （１８日）

校内相撲大会 （４日）
１学期終業式 （１８日）

２学期始業式 （２２日）

２学期始業式 （２１日）

２学期始業式 （２１日）

修学旅行 〔６年生〕 （３〜５日）
たてわり遠足 （２２日）

修学旅行 〔６年生〕 （１１〜１３日）
徒歩遠足 （１９日）

中体連新人戦 （１３〜１４日）

学習発表会 （２５日）

学習発表会 （２５日）

中間テスト （２日）
合唱コンクール （１８日）
鯵中祭 （１９日）

臨時休業日 （１２日）
クラブ感謝会 （１４日）
就学児童健康診断 （２０日）

臨時休業日 （１２日）
就学児童健康診断 ・
入学説明会 （２７日）

期末テスト 〔３年〕 （２０〜２１日）
期末テスト 〔１ ･ ２年〕 （２７〜２８日）

参観日 （２日）
校内カルタ大会 （１８日）
２学期終業式 （２２日）

参観日 （５日）
２学期終業式 （１９日）

参観日 （１０日）
２学期終業式 （１９日）

３学期始業式 （１５日）
スキー教室 （２８日） 〔４〜６年生〕

３学期始業式 （１４日）
学力テスト （２７〜２８日）
スキー教室 （２２日） 〔４ ・ ５年生〕
スキー教室 （２９日） 〔３ ・ ６年生〕

３学期始業式 （１４日）
新入生保護者説明会 （２８日）

学力検査 （３ ・ ４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 （１９日）
６年生を送る会 （２７日）

鯵中一日入学 （４日）
新入生一日入学 ・
保護者説明会 （１７日）
参観日 （２５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〕 （１８日）
私立一般合格発表 （２０日）
期末テスト 〔１ ･ ２年生〕 （２７日）

参観日 （３日）
卒業式 （２２日）
修了式 ・ 離任式 （２６日）

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

編集後記

卒業シーズンですね。出会いがあれば別れもあります。慣
れ親しんだ小・中学校生活から離れるのはやっぱり寂しいで
すね。 4月から始まる新学期。期待や不安もあるでしょう。
気持ちを新たに子どもたちのスタートダッシュ、キメさせたい
よね！サポセンも新生活を応援してるよ！

参観日 （３日）
防災教室 （３日）
中体連県大会 （１９〜２１日）
１学期終業式 （１８日）
職場体験 （２９〜３１日）

県立高校前期試験 （１０日）
卒業式 （１３日）
前期試験合格発表 （１６日）
再募集 （１９日）
再募集合格発表 （２１日）
修了式 ・ 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。

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

