
◎学校のある水曜日の放課後（15：00～ 16：00）
　※学校の予定により、開催しない日があります。
　　生涯学習課へお問い合わせください。
◎北小・長小・南小の運動場（雨の時は体育館）

 『のびスマ』の活動を支えているのは、場所を提供してくれる
学校、そして子どもたちの活動を支援するスタッフの皆さんです。
「地域の子どもは地域で育てる」を合言葉に、子どもが好きな方、
スタッフの活動に興味のある方は生涯学習課へご相談ください。

　　①　子どもたちの活動を見守る
　　②　子どもたちと一緒に遊ぶ
　　③　子どもたちと一緒に帰る　など

開催日／平成28年１月10日（日）
会　場／長泉町文化センター　ベルフォーレ
受　付／ 10：00～
開　始／ 10：30
対　象／平成７年４月２日～
　　　　平成８年４月１日生まれの方
当日は、成人式実行委員会による
「思い出のアルバム（スライドショー）」を
上映します。

※対象者には、11月末までに案内状を発送
　する予定です。
　現在長泉町に住民登録のない方で、参加を
希望される方は、生涯学習課へ電話・ＦＡＸ・
Ｅメールで以下の項目をお知らせください。
　①氏名　②案内状の送付先
　③生年月日　④電話番号（連絡先）

のびスマ通信のびスマ通信のびスマ通信
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毎週水曜日の放課後に、小学
校のグラウンド（雨の時は体育
館）で自由に遊ぶ『のびスマ』
も11年目を迎えました。今年
度も３小学校の登録者と放課後
児童会を合わせた約700人の子
どもたちが、のびのび楽しく過
ごしています。
のびスマは、スタッフをはじ

め地域の方々や保護者の皆さん
により支えられています。日ご
ろの子どもたちの遊びの様子や
スタッフの活動をぜひ見に来て
ください。

平成２８年 成人式のお知らせ

ス タ ッ フ の 役 割

ス タ ッ フ 大 募 集 ! !

の び ス マ 活 動 日

平成２８年 成人式のお知らせ
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　家庭は、子どもたちの健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出発点
です。しかし、子育てや家庭教育を支える地域環境が大きく変化し、家庭に
おける教育力の低下が指摘されるようになりました。
　県では、家族が一緒に過ごし、コミュニケーションを深める日（それぞれ
の家庭で月に１回、都合のよい日に設定）を「家庭の日」とし、11月は「家庭
教育を考える強調月間」としています。また、町では毎月第１日曜日を「家庭
教育の日」としています。
　みなさんもこの機会に、家族で一緒に過ごしながら、家庭教育について考
えてみませんか。

家庭教育を考える強調月間

文化財展示館から

　夫・恋人などのパートナーからの暴力、性犯罪、売
買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為
等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害す
るものであり、男女共同参画社会を形成していく上で
克服すべき重要な課題です。

　内閣府男女共同参画局では、これら女性に対する暴
力の問題に対する社会における認識をさらに深めてい
ただくため、11月12日～11月25日を「女性に対する
暴力をなくす運動」週間としています。（11月25日
は「女性に対する暴力撤廃国際日」）
　「つらい」「何かおかしい」と感じていたら、一度
ご相談ください。

ひとりで悩んでいませんか？

　先日、町民の方から江戸時代と明治時代の古文書
36点を寄贈していただきました。
　36点のうち33点が江戸時代の古文書で、元禄６年
（1693）から天明３年（1783）の江戸時代中期の年
貢に関係した文書です。
　江戸時代、領主は村に対して年貢の割り当てを決め

ていました（年貢割付状）。村では、その年貢割付状
をもとに村内の各戸に対して、年貢を負担させました。
そのため、村民の所有する田畑、屋敷などの面積を集
計する必要があり、そのための書類を名寄帳と呼んで
います。
　今回見つかった書類は、この名寄帳が主なものでし

た。江戸時代の村の様子がよくわ
かる名寄帳は、大変役に立つ資料
です。
　今回いただいた古文書は、目録
の作成や内容を分析した後、展示
館で公開する予定です。
　もし、ご自宅に古い文書などが
あり、内容を知りたい、また処分
を考えている場合にはぜひ、文化
財展示館へお知らせください。

家庭教育を考える強調月間

文化財展示館から 古文書をいただきました

★　内閣府男女共同参画局　☆　DV相談ナビ　★
TEL.0570－0－55210（ここに電話）

　相談してみることで、一人では気づかなかった解決方法
が見つかるかもしれません。一人で悩まずご相談ください。

ひとりで悩んでいませんか？ 11月12日～11月25日は
女性に対する暴力をなくす運動週間です

◀女性に対する暴力根絶の
　ためのシンボルマーク

なよせちょう
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と　き／11月12日（木）　開演時間　13：30～
ところ／ベルフォーレ　ホール
内　容／落語　　出演者／柳家甚語楼　氏
　※皆さん、ぜひご参加ください。

ガールスカウトでは、じゃんけんゲームやうまい
棒ぱっくん競争など、楽しい遊びがいっぱいの
「青空運動会」を開催します！
会員との交流もできます。ぜひ、ご参加ください。

今後の予定………………………………………………
　平成28年
　１月23日（土）新春かくし芸大会
　２月21日（日）音楽鑑賞　「三校合同演奏会」
　３月10日（木）閉級式　講演会

渡邊佳洋 氏（静岡生涯学習研究所所長）

くすのき学級生募集……………………………………
　くすのき学級生を随時募集しています。お問い合
わせは、生涯学習課（コミュニティながいずみ内）まで

と　き／11月15日（日）10：00～11：30
ところ／ウェルピアながいずみ・ミニ運動場
　※雨天の場合：環状線高架下納米里広場
対　象／どなたでも
　※小学生以下の方は保護者同伴
参加費／無料
申　込／不要
　　　（当日、直接会場へお越しください。）
連絡先／ガールスカウト静岡県連盟第85団
　　　　電話：986－8599（代表：伏見さん）

くすのき学級（高齢者学級）ガールスカウト
第85団からのお知らせ

松崎町体験ツアーを開催！

【光る泥団子（栄光球）づくり（制作中）】

【シュノーケリング体験】

【光る泥団子（栄光球）づくり（完成）】

ガールスカウト
第85団からのお知らせ

くすのき学級（高齢者学級）
第５回教養講座のお知らせ

やなぎや じんごろう

松崎町体験ツアーを開催！
　災害時相互応援協定を結んでいる松崎町と交流を深
めるため、９月６日（日）に青年受講生６人、町内在
住小学４年生～６年生の子どもたち18人、計24名が
参加し、松崎町体験ツアーを開催しました。
　光る泥団子（栄光球）づくりや重要文化財岩科学校
の見学、シーカヤックやシュノーケリング体験を行い
ました。

えいこうだま

わたなべ よしひろ
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　11月は、「静岡県子ども・若者育成支援強調月間」と
なっています。期間中は、広報啓発活動の推進をはじめ、
家庭や学校、職場、地域社会が一体となって、青少年健
全育成の一層の充実を図る活動を行います。
　町の青少年健全育成の主な活動として、静岡県下で
推進している「青少年声掛け運動」の推進の呼びかけが
あります。この運動は、平成12年11月にはじまり、青
少年育成会議やＰＴＡ等の青少年健全育成に関わる
方々の協力で参加累計35万人を突破しました。
　声掛けは、「自分が見守られている」という気持ちを
高め、「応援しているよ」というメッセージにもなりま
す。声を掛けられた子どもたちは、５年後、10年後に、

声掛けのできる大人になると言われています。ぜひ皆
さんも声掛け運動に参加しませんか。
　活動は、生涯学習課にお申し込みいただき、声掛け運
動実行章（バッジ）を受け取ることではじまります。
　地域の皆さんで、青少年の健やかな成長を支援して
いきましょう。ご協力をお待ちしています。

　長子連（長泉町子ども会育成連合会）主催の平成27
年度子ども作品展が９月12日（土）～ 13日（日）の間、
コミュニティながいずみ２階展示室で開催されました。
　夏休みに創作された510点に上る子どもたちの作
品が会場内に展示され、多数の来場者でにぎわいまし
た。絵画、書写、工作・手芸の各部門別に「金賞」・「銀賞」・

「銅賞」および「優秀作品賞」、来場者投票による「長子連
大賞」・「長子連賞」が贈られました。
　９月26日（土）にコミュニティながいずみ３階ホー
ルで表彰式が行われ、81人の入賞者に賞状と副賞が授
与されました。

金　　　賞：佐々木 健志（ささき たけし）
銀　　　賞：德永 小百合（とくなが さゆり）
銅　　　賞：渡邉 眞央（わたなべ まお）
長子連大賞：鈴木 　凛（すずき りん）
長 子 連 賞：佐藤 向日葵（さとう ひまり）
　　　　　　寺西 沙耶香（てらにし さやか）
　　　　　　山本 愛葉（やまもと あいは）

金　　　賞：嶋谷 絵子（しまたに えこ）
銀　　　賞：有賀 遥野（ありが はるや）
銅　　　賞：佐藤 悠聖（さとう ゆうせい）
長子連大賞：安武 久遠（やすたけ くおん）
長 子 連 賞：門田 紗弥（かどた さや）　
　　　　　　須藤 あゆみ（すとう あゆみ）
　　　　　　須藤 みなみ（すとう みなみ）

金　　　賞：松下 　新（まつした あらた）
銀　　　賞：田島 蒼生（たじま あおい）
銅　　　賞：細井 翔宇（ほそい しょう）
長子連大賞：伊藤 暖人（いとう はると）
長 子 連 賞：猪又 梨央（いのまた りお）
　　　　　　原田 　尊（はらだ たける）
　　　　　　藤田 康佑（ふじた こうすけ）
　　　　　　矢島 佑莉（やじま ゆり）

毎年11月は子ども・若者育成支援強調月間です

長子連 子ども作品展が開催されました

「声掛け運動実行章」

※優秀作品賞は多数のため、掲載は割愛させていただきます。

【絵画部門】 【書写部門】 【工作・手芸部門】

【嶋谷  絵子 さん】 【佐々木  健志 さん】 【松下  新 さん】

毎年11月は子ども・若者育成支援強調月間です

長子連 子ども作品展が開催されました
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問い合わせ
986－2289 988－7802 syogai@nagaizumi.org

生涯学習課 〒411－0943  長泉町下土狩1283－11  コミュニティながいずみ内


