
絵本作家　いしかわ こうじ
1963年千葉県生まれ。武蔵野美術大学卒業。

大学在学中より、イラストレーターとして活動開始。広告や雑誌、キャラクター

デザインなど作品多数。2000年頃から紙で作った小さな犬「ペーパーわんこ」と

世界を旅して撮影するプロジェクトを展開。工作絵本３冊を出版。

主な絵本作品に『おめんです』、『どうぶついろいろかくれんぼ』、『たまごのえほ

ん』『パンダくんのおつかい』など。

【お願い】
消毒・検温のご協力をお願いします。受付で申込み

名簿をもとに氏名等を確認いたします。

　ご家庭でのお子さんと絵本によるコミュニケーションは、子どもにとって楽しいひとときです。

　図書館では親子向けの絵本ライブ＆ワークショップを開催いたします！

　訓子府町では、ブックスタート事業の中で、新生児ならびに保護者のみなさまへ絵本を渡しています。

その贈呈する絵本の中で『たまごのえほん』を描いている絵本作家のいしかわこうじ氏が、絵本の読み聞か

せだけでなく、ワークショップを開いてくれます！

　ワークショップでは「ペーパーわんこ」作りを行います。親子や、もちろんお友だち同士でも、ぜひご参

加ください！親子で絵本を楽しむ大切さを感じてい

ただけたらと思います！

親子で絵本を
　楽しみませんか？
親子で絵本を
　楽しみませんか？いしかわこうじさん

開催します！

サイン会も

あるよ！

日時　９月４日（日）10：00～11：30
場所　訓子府町公民館講堂
定員　25組（50名程度）

【主な作品】
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 2022年（令和４年）８月号 第340号生涯学習情報紙「まなベル」

教育委員会のホームページ　https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/（教育委員会、教育目標など）

管理課の電子メールアドレス　E-mail:kanri@town.kunneppu.hokkaido.jp

　今年度の運動会も、競技外のマスクの着用や種
目ごとの消毒、大声を出さない応援など、感染リス
クを避けながらの実施となりました。
　あいにくの天候により一部種目を縮小しました
が、寒さに負けず、活気ある一時を過ごすことがで
きました。
　子どもたちは，運動会に向けて「みんなで楽しく
やり切ろう」というテーマで取り組んできました。
運動会には勝ち負けがつきものですが、勝敗よりも
チームワークを意識してきました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、様々
な活動が制限される中でしたが、運動会のねらいを
十分達成することができました。

　６月24日に授業公開日を実施しました。約２年ぶ
りの開催です。保護者・地域の方も含め34名の方々
に来校いただきました。
　参観後にご記入いただいたアンケートには、「複
式でも子どもたちが学習に集中している。」「先生
とのコミュニケーションが良い。」「子どもたちが
伸び伸びとしている。」など、あたたかい言葉をた
くさんいただきました。
　多くの方に授業の様子を見ていただき、ご感想、
ご意見をいただくことが学校にとってとても大切だ
と改めて感じました。２月にも授業公開を予定して
います。ぜひご来校下さい。

授業公開日２年ぶりに開催寒さに負けず、みんなで楽しくやりきろう！

　６月23日、講師にＫＤＤＩの浅見洋氏をお招きし
「インターネットトラブル防止教室」を開催しまし
た。講演では、インターネット上で発生するコミュ
ニケーショントラブル、犯罪に巻き込まれるケース
など、事例を交えながら説明いただきました。ま
た、依存症など体への影響についてお話をいただ
きました。少なくとも中学生の間は、家庭で使い
方の約束を作り、守ることが大切です。
　インターネットは今や生活に欠かせない情報源で
ありコミュニケーション手段です。便利ではありま
すが、危険やトラブルの原因となる可能性がありま
す。上手に使いこなしましょう。

インターネットトラブル防止教室
　６月７日に６月の生徒集会がありました。生徒会
執行部から、令和４年度の学校祭テーマ「星火燎
原（せいかりょうげん）」が発表されました。　
　これには「小さな力を合わせて大きなことを成し
遂げたい」という願いがこめられています。学校祭
テーマ曲は緑黄色社会の「Ｍｅｌａ！」になりまし
た。共に生徒アンケートによって決定しました。
　第74回訓高祭は７月22日、23日に行われました。
コロナ禍のため、一般公開はありませんでした。全
校生徒57名は学校祭を通じて、自己の役割を果たし
ながら仲間と協力することで、協働性を身に付ける
ことができたと思います。

第７４回訓高祭

訓子府
小学校

居武士
小学校

訓子府
中学校

訓子府
高　校

問合せ先／
管理課
℡47-2122



2022年（令和４年）８月号 第340号生涯学習情報紙「まなベル」

こども園の電子メールアドレス　E-mail:wakuwaku@town.kunneppu.hokkaido.jp

児童センターの電子メールアドレス　E-mail:yumeyume@town.kunneppu.hokkaido.jp

　６月のひだまりひろばは、コロナウイルス感染症

予防でしばらく延期となっていた児童センター「ゆ

めゆめ館に行こう！」を実施することができまし

た。

　当日は青空の下で、子どもたちはお母さんと一

緒に散歩しながらゆめゆめ館へ向かいました。子ど

もたちは、広い体育館で伸び伸びと体を動かし、

ボールやポリフォームブロック、フープ等の遊具も

貸してもらい、お母さんや友だちと楽しい時間を

過ごしました。

　もしかすると数年後に、お世話になるかもしれな

いゆめゆめ館の職員のみなさんに、一足先に優しく

見守っていただいたひと時でした。

楽しかったね・・・ゆめゆめ館！
　わくわく園では、食育活動の一環として、管理栄
養士が各クラスとふれあい活動をしています。
 いつも食べている給食がどうやって作られている
か、ゆうぎ室から見える調理員の様子を説明した
り、当日の給食を用いて食べ物が体の中でどんな
働きをするのかを伝えます。　　
 食事の時の姿勢やよく噛むことの大切さについて
も伝えます。苦手な食べ物を残すと、その分の栄
養が入ってこないことを知ると、その日は頑張って
完食！ということも。見たり聞いたりしてふれあう
ことで、子どもたちは給食に親しみがわき、苦手な
食べ物に挑戦したり、よい姿勢でよく噛んで食べよ
うとする姿が見られます。
 ふれあい活動が、子どもたちの「挑戦するきっか
け」になればと思います。

管理栄養士とのふれあい活動

　７月７日の七夕に向けて、みんなで七夕の短冊作

りをしました。

　０～２歳児はおうちの方に願い事を短冊に書いて

もらい、飾りは保育教諭に手伝ってもらいながら

「自分で作ったよ！」という喜びを感じていまし

た。３～５歳児は、自分で願い事をしっかりと考

え、おうちの方に願い事を書いてもらったり、自

分で書く子もいました。５歳児の七夕製作では、

花紙を水で貼りつけて淡いきれいな色がつくこと

を喜び、作ることができました。　

　折り紙で織姫、彦星を折ったり、鉛筆で星などの

型抜きも経験しました。

　出来上がった七夕飾りは、町内の公共の施設に飾

りました。みんなの願い事がお星さまに届き、願い

が叶いますように。

七夕製作

　児童センターの花壇の周りには、イチゴの苗を植

えています。５月下旬から、寒くて雨が多い天気

ではありましたが、イチゴはとても元気に育ちまし

た！

　６月中旬頃から、イチゴが赤く色づき始めまし

た。外遊びの時間になると、「イチゴ、もう食べら

れるんじゃない？」と子どもたちは、待ちきれない

様子でした。

　ある程度の数が赤くならないと子どもたちにあ

げることができません。上の写真は２回目のイチゴ

の日です。低学年から、順番を守って、美味しそう

で大きなイチゴを真剣に選んでいました。「甘く

て、おいしい！」

おいしいよ！イチゴ大好き！

問合せ先／
子育て支援
センター
℡47-3039

問合せ先／
児童センター
℡47-5266

問合せ先／
子ども未来課
℡47-2367

問合せ先／
こども園
℡47-2622
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公民館のホームページ　https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/（生涯学習・歴史・文化）

公民館の電子メールアドレス　E-mail:shakyo@town.kunneppu.hokkaido.jp
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問合せ先／
公民館
℡47-2121

竹の子クラブ × アート ・ タウン ・ プロジェクト  バス停アート
●と　き／８月６日（土）９：00～12：00
●ところ／清住28号スクールバス停（集合・解散は町公民館）
●内　容／訓子府高校美術部のみなさんが作ったデザインでバス停に
　　　　　色を塗ろう！
●持ち物／マスク、汚れてもいい服装、帽子、水筒
●対象者／町内小学生　●申込み・問合せ／町公民館（ＴＥＬ47－2121）

若がえり学級・しゃきっと倶楽部のご案内
◆若がえり学級
　８月９日（火）
　10：00～14：45 クラブ活動
　８月23日（火）
　10：00～14：45 集合学習・クラブ活動
※集合学習は「くんねっぷ歴史館」の見学
です。懐かしい道具を見ながら語り合い
ましょう！

◆しゃきっと倶楽部
　８月９日（火）10：00～11：30
　※参加者募集中！ボランティアも大歓迎☆

公民館講座 ４０代からのカラダメンテナンス
　この機会に、体をメンテナンスしてみま
しょう！
●と　き／令和４年10月14日（金）または
　　　　　17日（月）、28日（金）
　　　　　11月11日（金）、21日（月）
　　　　　12月９日（金）、23日（金）
　　　　　19：00～21：00
●講　師／部田夏子氏（Body Switch）ほか
●内　容／トレーニング、栄養についての講話
●ところ／町スポーツセンター
●対　象／40～60代の女性で運動初心者の方
●定　員／10名　　●参加料／無料
●持ち物／タオル、飲み物、運動靴
●申込み・問合せ／町公民館（℡47-2121）

公民館まつりは大盛況！！
　公民館開館40周年記念事業「出会い・学び
の場として40年」を記念し、「公民館まつり
実行委員会」の方を中心に「公民館まつり」
が６月26日に開催されました。
　子どもも大人も楽しく「公民館／青少年研
修館」に集い、体
験活動を行いまし
た。これからもた
くさんの方に公民
館を使っていただ
きたいです。

第４８回 音楽の広場
　新型コロナウイルス感染拡大防止対策を十

分に行いながら「音楽の広場」を開催します。

●と　き／８月21日（日）14：00

●ところ／町公民館講堂

●出演予定団体／訓子府小学校スクールバン

ド、訓子府中学校吹奏楽部、

訓子府高等学校吹奏楽部、

オニオン吹奏楽団

●入場料／無料

●その他／状況によっては開催方法を変更す

ることがあります。

●問合せ／訓子府町公民館（℡47-2121）

　公民館まつりに引き続き、公民館の開館40

周年を祝う取組みはまだまだ続きます！

　「町民参加劇」は訓子府町を題材とした演

劇を「訓子府座」を中心に作り上げる取組で

す。

　公民館ロビーに作り途中の台本案が掲示し

てありますので、ぜひご覧ください！

●問合せ／町公民館（℡47-2121）

わくわく地域づくり活動支援事業

木彫作家小笠原み蔵の世界 in くんねっぷ

公民館開館４０周年記念事業

「町民参加劇」 参加者募集

　福島町出身の小笠原み蔵の木彫展です。ゴ

リラやブタの木彫作品をぜひご覧ください。

●と　き／８月４日（木）～７日（日）

　　　　　９：00 ～ 20：00

　　　　　※７日のみ 17：00 まで

●ところ／町公民館小会議室

●入場料／無料

●主　催／ゴリラとゆかいななかまたち

●問合せ／西山　由美子氏（℡47-3558）
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図書館のホームページ　https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/library/

図書館の電子メールアドレス　E-mail:library@town.kunneppu.hokkaido.jp

開
館
時
間
●
平
日
10
時
～
18
時
●
土
曜
日
10
時
～
15
時

スライド写真復刻特集 「くんねっぷの風景」　第16回
くんねっぷ歴史館～公民館開館40周年記念

　今月は、昭和58年（1983年）の写真をご紹介
します。
　この写真は、公民館の駐車場がまだ砂利敷だったころ。
隣接してストーンファーム（石ころ農場）があり、そこ
で子どもたちが農家の青年のお兄さん方にじゃがいもな
どの植付け指導を受けながら畑づくりをしていたのです。
あれ？農家のお兄さんではない、皆さんもよく知っている人も写っ
ていますね。
●歴史館見学／土・日・祝日・年末年始を除く10:00～16:00

（事前に連絡をお願いします。町公民館 47-2121）●入館料／無料

新しく入った本「新着本リスト」は図書館で配布しています。郵送をご希望の方は図書館へお申込みください。

毎月第２日曜日は17時まで開館

毎週水曜日は夜７時まで開館（５～７月） ●曜日／月～金曜日（土・日・祝日は休み）
●時間／９:30～16:00
●場所／日ノ出地区ふれあいセンター内

●と　き／８月２日（火）９：30 ～ 11：10

　　　　　入場開始　９：15 ～

●ところ／公民館講堂

●内　容／『映画トムとジェリー』

多才だけどお調子者でドジネコのトムと、

見た目は可愛いがずる賢くて容赦ない

ジェリーが、映画の世界で大暴れ！！

　楽しみにしていただいた皆さま、大変長らくお待

たせいたしました！４月から延期していた古本市を

開催いたします！密にならないよう、対策を講じますので、

ぜひご来場ください！

●と　き／８月11日（木・祝）10：00～12：00

●ところ／町公民館多目的ホール　　●価　格／１冊10円

●問合せ／町図書館（℡47－2700）

※子どもたちには、無料券を配布し、本１冊をプレゼント。

「図書館こどもの日」に本を借りた小学生、乳幼児（保護者）

のみなさまに本を１冊プレゼントいたします！ 日の出文庫のご案内

毎月第２土曜日は

入場は先着100名まで！

お待たせしました！

図書館こどもの日
公式アカウント
@kun_tosyo

入場
無料

【対　策】
●古本の間隔を広く取ります。　　　　

●入場者数を制限する場合があります。

状況によっては開催方法を変更することがあります。

問合せ先／
図書館
℡47-2700

問合せ先／
歴史館
℡47-2121
  （公民館）
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8/1 夏休み営業 8/2 夏休み営業 8/3 夏休み営業 8/4 夏休み営業 8/5 夏休み営業 8/6 夏休み営業 8/7 夏休み営業

8/8 夏休み営業 8/9 夏休み営業 8/10 夏休み営業 8/11 夏休み営業 8/12 夏休み営業 8/13 夏休み営業 8/14 夏休み営業

8/15 夏休み営業 8/16 夏休み営業 8/17 通常営業 8/18 通常営業 8/19 通常営業 8/20 夏期営業 8/21 夏期営業

土 日月 火 水 木 金

プール

10：00～17：00

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～15：30

スライダー

10：00～15：00

プール

10：00～20：30

スライダー

10：00～16：00

プール

13：00～20：30

プール

13：00～20：30

プール

13：00～20：30

プール

10：00～20：30

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～17：00

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～15：30

スライダー

10：00～15：00

プール

10：00～20：30

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～20：30

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～17：00

スライダー

10：00～16：00
※祝日のため17時閉館

プール

10：00～20：30

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～20：30

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～17：00

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～15：30

スライダー

10：00～15：00

プール

10：00～20：30

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～20：30

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～20：30

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～20：30

スライダー

10：00～16：00

プール

10：00～20：30

スライダー

10：00～16：00

 

スポーツセンターのホームページ　https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/（スポーツ）

スポーツセンターの電子メールアドレス　E-mail:sports@town.kunneppu.hokkaido.jp
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日
、月
曜
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
が
休
館
日
。

問合せ先／
スポーツセンター
℡47-2195

夏休み特別営業実施中！
訓子府の夏と言えばＫＡＰＰＡ！

夏の思い出「火おこし＆薪割り体験」
【社会教育事業報告】

　訓子府では初めての試みとなった、火おこし＆薪割り

体験を竹の子クラブの活動として実施しました！

　今回はマサカリやナタ、今話題の薪割り器などを使っ

て丸太を小さく割った後に、ファイヤースターターを

使って着火。火が落ち着いた後は、マシュマロを炙って

スモアにして食べました！当日は30度を超える炎天下と

なりましたが、たくさん汗をかきながら頑張りました！

午前６：３０～公民館駐車場（雨天時は役場正面駐車場）
～朝から動いて健康づくり！夏はやっぱりラジオ体操ですね！～

　スポーツセンターではTwitterを活用して最新情報を配

信中！ＱＲコードを読み込んでアクセス、または「訓子府

町図書館Twitter」で検索！　※通信料が発生します。

図書館公式Twitter ＮＥＷレクリエーション ＩＮＢＯＤＹ出張測定 キッズスイミング 火おこし体験

とりたインストラクターとりたインストラクター

レッスンや活動状況

を配信しています！

くんねっぷ「ラジオ体操」開催中！（日・祝日はお休み）


	01
	02
	03
	04
	05
	06

