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卒業おめでとう
3月８日、みさとの丘学園で初
めての卒業式が行われ、２８人
が学び舎を旅立ちました。
卒業生は一人ひとり卒業証書
を受け取り、それぞれの輝かし
い未来に向いて新たな一歩を踏
み出します。

防災訓練
（２月27日

みさと幼稚園）

美里分署・消防団の方にご
協力いただき訓練をしまし
た。ビデオを観た後、卵の殻
を使って瓦礫の上を歩く体
験、服に火が付いたときに消
す練習、新聞紙でスリッパを
作りました。屋外では、煙が
充満した部屋に入り火災現場
の体験をしたり、消防服を着
て消防士になりきり消防車で
出動する体験もしました。

ジャンボ干支奉納
（１２月２９日

辰水神社）

ふるさと愛好会の皆さんが
作 成 し た「戌 のジ ャ ンボ 干
支」。長 さ 約 ３.６ ｍ、高 さ
約３ｍの干支は地区を練り
歩 い た 後、辰 水神 社 に奉 納
されました。
干支の製作は昭和６１年
か ら 始 まり、今回 で ３３ 作
目 と な り、美 里の 年 末の 風
物詩となっています。
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獣害につよい三重づくりフォーラム

地区学フェスティバル

（１２月１６日 三重県
総合文化センター）

野生鳥獣による農作物
被害の減少に向けた取り
組み等を普及、啓発する
ことを目的として、平成
２９年度獣害につよい三重づくりフォーラムが開
催されました。その中で高座原地区（高座原地区
獣害対策協議会・農事組合法人高座原生産組合）
の取組活動が三重県内の優良活動取組事例として
評価され、三重県知事賞を受賞しました。

（１月２９日

中野文化会館

）

「学びの発表会」が開催され、長野教育集会
所地区学習会に参加する児童が人権劇を発表し
ました。差別に苦しむ当時の村人たちを見事に
演じ、老人会の皆さんから称賛をいただきまし
た。

オープンカフェ

市民人権講座

（２月２４日

社会福祉センターホール）

市民人権講座が開催されました。講座は、反
差別・人権研究みえ研究員の吉原隆行さんと、
（２月１２日 家所地区 喫茶フーテ）
津市人権擁護委員の細谷演夫さんを講師にお招
毎月第２月曜日に家所地域の皆さんによるオープ
きし、４０名を超える参加者が「日常生活の中
ンカフェが、７０才以上の方を対象に開かれていま
で、何気なく行動していることを意識してみる
す。今回は20名程でコーヒーとお菓子を食べなが
ことの大切さ」や「地域の力で子どもの未来を
ら、クイズや歌などで楽しいひと時を過ごしまし
作っていくことの大切さ」を学びました。
た。

いきいきフェスティバル
（２月２３日みさとの丘学園）
道 徳、生 活、美 里 創 造 学 習 で
学んだことや考えたことを、保
護者や地域の方々に学年ごとに
発表しました。
発表からは、自分たちは多く
の人に支えられ大切にされてい
ることや、皆がかけがえのない
すばらしい仲間であることが伝
わってきました。
児童たちは協力して発表の練
習を重ね、立派にやり遂げるこ
とができました。
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ころころ広場について
開催場所 美里社会福祉センター
開催時間 ９：３０～１１：３０
毎月１回、遊びの広場を開催しています。美里の民生児童委員やボランティアの方が主体となり、
ふれあい遊び、ペープサートや季節の歌などもあり、親子で楽しめる内容を実施しています。

プチころ
開催場所 美里社会福祉センター２階（和室）
開催時間 ９：３０～１１：３０
ころころ広場よりは小規模で、親子とスタッフ（民生児童委員等）が一緒に触れ合える場所
です。

乳幼児健康相談
開催場所 美里社会福祉センター
受付時間 ９：３０～１１：００
持ち物
母子健康手帳
「すくすく健康相談」と「のびのび身体測定」を隔月で、美里保健センターが実施しています。
「すくすく健康相談」・・・育児、お子さまの成長、健康に関する相談。
「のびのび身体計測」・・・お子さまの身体計測（スタッフと一緒に測ります。）
骨こつ健康相談・・・・・お母さま方の骨密度測定を実施します。
（２月５日の様子）

年間予定表
ころころ広場

乳幼児健康相談

４月 ２日 （月）

アンパンマンと遊ぼう

すくすく健康相談

５月 ７日 （月）

トーマス？と遊ぼう

のびのび身体計測

６月 ４日 （月）

みんなで歌いましょう

すくすく健康相談

７月 ２日 （月）
８月 ６日 （月）
９月 ３日 （月）

ふれあいあそびをしよう
くつ下人形劇をみよう
でこぼこ冒険隊がやってくるよ！

のびのび身体計測 ※骨こつ健康相談
すくすく健康相談 （保・栄）
のびのび身体計測

23日（月）

１０月 １日 （月）

ころころ運動会

すくすく健康相談

（保・栄・歯）

15日（月）

１１月
１２月
１月
２月

パネルシアターをみよう
サンタがくるよ
正月あそび(カルタ・風船つき 他)
でこぼこ冒険隊がやってくるよ！

のびのび身体計測
すくすく健康相談 （保・栄）
のびのび身体計測
すくすく健康相談 （保・栄・歯）

19日（月）

劇あそび

のびのび身体計測

18日（月）

５日
３日
７日
４日

（月）
（月）
（月）
（月）

３月 ４日 （月）

（保・栄・歯）

プチころ
16日（月）
21日（月）

（保・栄）

18日（月）

20日（月）
18日（火）

17日（月）
21日（月）
18日（月）

※保＝保健師への相談、栄＝栄養士への相談、歯＝歯科衛生士への相談

※予定ですので、ご利用の際は下記のお問い合わせ先へご確認ください。
お問い合わせ
ころころ広場・・・・・美里社会福祉センター 電話０５９－２７９－３３６６
乳幼児健康相談・・・・美里保健センター
電話０５９－２７９－８１２８
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☎２７９－８１２２

●開館時間
●休館日

９：００～１７：００
毎週火曜日
毎月最終木曜日 ※５月３１日（木）は開館します。

●特別整理期間（休館）のお知らせ
とき ５月８日（火）～５月１８日（金）
休館中の本の返却は返却ポストへ、紙芝居やDVDなどの視聴覚資料は、
開館後、直接カウンターへ返却してください。

●リサイクルフェア
と き

６月２９日（金）９：００～１７：００
６月３０日（土）９：００～１６：００
ところ 美里文化センター １階 ロビー
対 象 市内に在住・在勤・在学の方
冊 数 一人１０冊以内
除籍した図書・雑誌を無償でお譲りします。対象図書などがなくなり次第終了します。
持ち帰り用の袋等を必ずご持参ください。リサイクル本の検索、予約、取り置きなどは
できません。

●おはなし会（４～６月）
と き
４月１２日（木）１５：００～ なり☆プロ
５月２４日（木）１５：００～ なり☆プロ
６月１４日（木）１５：００～ なり☆プロ
６月２０日（水）１０：３０～ Maimaiくらぶ
ところ 美里文化センター２階 学習室

犬の登録

狂犬病予防注射

犬の登録と狂犬病予防注射は、どの会場でも行えます。（雨天でも実施します）
費用 ・犬の登録手数料 3,000円（未登録の場合）
・注射代 3,200円（狂犬病予防注射代 2,650円 注射済票代 550円）
※おつりのいらないようにご用意をお願いします。

お問い合わせ 美里総合支所 地域振興課

☎２７９－８１１９

と き ４月１２日（木）
9：30 ～ 9：40 平木多目的集会所
9：50 ～ 10：05 北長野休養施設
10：15 ～ 10：30 桂畑文化センター
10：40 ～ 11：00 南長野生活改善センター
11：15 ～ 11：35 ＪＡ美里支店

と き ４月１３日（金）
9：30 ～ 9：55 旧ＪＡ辰水店
10：10 ～ 10：20 高座原公民館
10：30 ～ 10：40 旧穴倉営農組合倉庫
10：55 ～ 11：20 市美里庁舎駐車場

お詫び
みさと通信第55号（１月１日発行）に掲載させていただいた「小・中
学生人権ポスター」のなかで、画像が反転しているものがありました。
作者の生徒様、関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫
び申し上げますとともに、改めて正しいポスターを掲載させていただきま
す。申し訳ありませんでした。
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