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今回は「家族」「親子」がテーマのおすすめ映画です。 

「家族の絆」「命の大切さ」について考えてみよう。 

   上映会の後は、新聞紙と段ボールで競技遊びをします♪ 

   優勝チームには豪華！？賞品があたるかも･･･ 

★ 対象 小学生  ★ 定員 ３０名（申込み先着順） 

★ 内容 ①マザーズハンド（実写）19分 対象：小学生 

     ②金色のくじら（アニメ）25分 対象：小学生中学年 

     ③ニュースペーパータワーとキャタピラー競技 ４0分 

 と き：10月 日（月） 10：00～11：30 

  ※ 田沢小学校 振替休日 

 ところ：田沢地区公民館 

好評を得た昨年度に引き続き開催します。今回は大人も一緒に募集‼ 

伝統ある技やルールを知り、身体にいいストレッチと家族のふれあい。 

体験のあとは、美味しいちゃんこ鍋‼ 
 
★ 講師 河野大樹さん、村山大洋さん 他 

★ 対象 年長児以上の親子 ２０組４０名程度 

★ 服装 お子さんは体操服、保護者の方は動きやすい服装 

  ※爪を短く切り、長い髪はしばってください。 

★ 持ち物 飲み物（水分補給用）、タオル、おにぎり 

 と き：11月 日（日） 9：30 ～13：00 

 ところ：田沢体育館 のち 八久保支館 

http://www.iw-eizo.co.jp/sell/sellFlyer/update201608/mothershand.pdf#page=1


 
子育ての楽しみ方や親子の関わりの大切さを 家族で 
学んでみませんか。ママ友と出会う場として♪是非 ご参加ください。 
 

★ 講師  横澤富士子さん(上級教育カウンセラー） 

★ 対象    乳幼児（未就学児）とその保護者 

    ※ 兄弟も参加可。対象年齢外のお子様も含め 

      保護者の管理下でお願いします。 

★ 定員  １５組 ３０名程度（申込み先着順） 

★ 持ち物 飲み物、乳幼児に必要なもの 

       （おやつ、オムツ、着替えなど） 

   

 と き：11月 日（土） 10：00～11：30 

 ところ：田沢地区公民館 

 
 

地元糸魚川でとれた 

旬の新鮮な魚で 『海鮮丼』に挑戦！ 
 

★ 講師  伊井浩太さん（漁師の店 煌凛丸店主） 

★ 対象  中学生以上（小学生以下の参加は要相談） 

★ 定員  20名（申込み先着順） 

★ 持ち物 エプロン、三角巾、マスク、タオル 

★ 内容  魚の下処理や、魚のさばき方（三枚おろし） 

      刺身の切り方、盛り付けの技を学ぶ。 

※ 仕入の関係で、メニューが変更になる場合があります。 

  ご了承ください。       

 と き：11月 日（日） 10：00～13：30 

 ところ：青海保健センター 

おもしろい マジックも 

合わせて開催！！ 
  お楽しみに♪ 

この事業は「家庭教育学級事業」です。（市委託事業）主に未就学児とその保護者が対象になります。 

２ 

認知症の原因となるアミロイドβは 

から脳内に蓄積しはじめます。 
  
糖尿病や運動・睡眠不足などの生活習慣が 

これらのリスクを高める要因となっています。 

を過ぎたら 

   認知症予防！ 

テスト専用タブレットの設置時間  
   ●月～金曜日（祝日除く）  
   ●午前９時～１７時  
 【お問合せ・相談窓口】 
健康増進課 ☎552-1511（代）  ～あなたは大丈夫！？～ 

認知症 

 

イ
メ
ー
ジ
写
真 

〆切 

11/10 
（金） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcn_CMjsfWAhUMgLwKHZ_uDsgQjRwIBw&url=http://kidshug.jp/child_lab/cl_theme/6%E6%9C%88%E7%AC%AC4%E5%9B%9E%EF%BC%9A%E7%A5%96%E7%88%B6%E6%AF%8D%E3%81%AE%E5%A5%BD%E6%84%8F%E3%82%92%E6%96%AD%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%E6%99%82/&psig=AFQjCNFstosAi_BOVJ6nve8p96en3yVEEA&ust=1506661558882439
http://www.illust-box.jp/sozai/44241/
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6j8DNhYPVAhWDerwKHVGfCG0QjRwIBw&url=http://up-to-you.me/article/3530&psig=AFQjCNH3O313L3879gY0F0Jzr_j5MAowMA&ust=1499924757486042
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjv4ZHf59bWAhUGJ5QKHZ81Am4QjRwIBw&url=https://www.photolibrary.jp/search/?p%3D%A5%DE%A5%B0%A5%ED&psig=AOvVaw2b37l5e3FRuvULKfNwAk7r&ust=1507200861314601


 

 １６ｍｍ映写機で映画鑑賞後、折り紙 

で自由に好きなものを折りました。 

 地域の方からいただいた立体折り紙を 

見本に、チャレンジする方もいました。 
 

     後半のテルモちゃんのマジックショ 

    ーでは、びっくりしたりドキドキしな 

    がらあっという間に時が過ぎました。 

    帰り際に、参加者がニコニコして「楽 

    しかったよ」と声をかけてくれました。 

 講師：山口真人さん（田沢小教諭） 

３ 

すごぉ～い！！ 
液体の上を走ってる 

魚の絵を水に入れたら 
骨だけになっちゃった！？ 

【保護者の感想】 

●予想以上に楽しく、子どもも大喜び。

体でも不思議を感じる事が出来て良かっ

た。●後半のダイラタンシー(※)はとても

喜んでいました。●家ではなかなかでき

ないことが体験できて面白かった。●子

どもの好奇心がくすぐられる体験だった。

子どもも目を輝かせて楽しんでいました。

●親子一緒に楽しめた。 

折り紙は脳を活性化させ 
る効果があるそうです。 

ギロチン体験！ 

 親子１０組２６名が参加し、水中

マジックカード作りと液体の上を走
る体験をしました。 

※ダイラタンシー現象：水と片栗粉
を1：2で混ぜ液状にする。この 
液体に急激に力を加えると固まる。 

    講師：大金一二さん（新潟工科大学）、ロボット研究部の学生さん
 

    ものづくりに興味を持ってもらおうと、新潟工科大学の大金先生と学生さん達 

   にご協力いただき、ロボット教室を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

【子どもたちの感想】 ●はじめてプログラミングをして楽しかった。●めっちゃプログラミン
グ楽しかった！●速度や回転などを設定するのが楽しかった。●すごい体験をさせてくれて楽
しかった。●学生の人がやさしくおしえてくれたので分かりやすかった。●ロボットのしくみ
がよくわかってよかった。●ロボットを作る大学に入ってみたい。【保護者の感想】ロボット
に興味を持っていたが体験できる場が身近にないので、とてもよかった。 

糸魚川タイムス（9/13）２面に 
掲載されました！ 

ドローン飛行実演 

真剣な表情で 
取り組む子ども達 

障害物をよけれる 
かな？止まるかな？ 

学生さんが丁寧に 
教えてくれました 



４ 

田沢地域で活躍され
ている方を紹介する
コーナーです。 

田鹿 修さん 
（須沢地区 在住） 

人 
たざわ 
びと 

第６回 

どのような役を？ 

今年度の予定は？ 

田沢地域の好きなところは？ 

ご趣味は？ 

※（サ）はサークルの略。 ※予定は変更になることがあります。 

今、思うことなど・・ 

    須沢支館の副自治会長を務めています。また今
年は体育部、児童部の担当でもありまして、今年度の行事等の計画を、
各部の部長はじめ役員さんと連携を取り合って進めています。役員に
なりまして5年目を迎えました。かなり長い期間務めていますが、初心
を忘るべからず、地区の皆様のご協力を頂きながら、一生懸命仕事を
したいと思います。 
 
    秋祭り子ども神輿、青海少年卓球大会が 
あります。皆様のご協力をお願いします。 
 
     海、山、自然が豊かであり、特に
私は海が大好きです。この自然豊かな町の中では大人、子供の笑顔も
多く見られて本当に心温かい人が多く、住みよい地域だと感じながら
過ごしています。 
 
       42歳になってからサーフィンを始めました。今年で 
6年目になります。私は今までいろいろなスポーツをしてきましたが、
これほど難しく奥が深いスポーツはないと自分で経験をして感じまし
た。初めて波をとらえてサーフボードに乗れた感動は、今でも忘れま
せん！サーフィンに興味がある方は、ぜひ、声をかけてください。 
小さな子供さんからでもチャレンジ出来ますよ！この糸魚川の 
自然を楽しみましょう。 
 
      昨年の糸魚川の大火では、非常に大きな
ショックを受けました。被災された方々には心よりお見舞い申し上げ
ます。地域には一人一人の思いがあります。大切な町を未来につなげ
ていくために、今自分に出来ることを頑張ろうと思います。 
 

＊ありがとうございました＊ 

 
青海美術展に出展します 

  
 

10/21（土）・22（日） 

会場：青海総合文化会館 

五感を使って、スイカの味を自由に描い

た親子の作品を、是非ご覧ください。 

五感で描くアート教室 

「 味の抽象画（スイカ）」 

田沢幼稚園保護者会共催事業  

 田沢スポレック（サ） 田沢体育館

 応急手当講座 公民館

10/12 木 みつばちの養蜂体験 早川地区

10/16 月  「楽しい歌」の教室 公民館

10/17 火  田沢スポレック（サ） 田沢体育館

10/18 水  パソコン（サ） 公民館

10/20 金  パッチワーク（サ） 公民館

10/21 土  田沢幼稚園保護者会 公民館

10/23 月  子どものためのお楽しみ上映会 公民館

10/24 火  田沢スポレック（サ） 田沢体育館

11/1 水  パソコン（サ） 公民館

11/7 火  田沢スポレック（サ） 田沢体育館

11/8 水  パソコン（サ） 公民館

11/10 金  パッチワーク（サ） 公民館

11/12 日  親子すもう体験教室 田沢体育館

10/10 火


