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地域だより「みさと通信」 

 

ご卒業おめでとうございます 
3月７日、みさとの丘学園で卒業式が行われ、２７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、学園で学んだことを胸に、それぞれの輝かしい未来に

向かって羽ばたいて行きます。 

 
 

地震や火事に備えて 
（２月2１日） 

 みさと幼稚園で、美里

分署・消防団の方にご協

力いただき防災訓練をし

ました。新聞紙でスリッ

パを作ったり、卵の殻を

使って瓦礫の上を歩く体

験や、煙が充満した部屋

に入って火災現場の体験

をしました。また消防服

を着て消防車で出動する

体験もしました。 

大きな地震が発生したとき、「あわてず、落ち着いて」行動するために次のことに心がけましょう。  
●地震発生 

 丈夫なテーブルの下や、物が「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」空間で揺れがおさまる

まで様子を見る。 

●地震発生直後 

 揺れがおさまってから火の始末をする。いつでも避難できるように、玄関のドアや窓を開ける。ガラスの破

片などから足を守るため、靴をはく。 

●地震後 

 家族の安全を確認、家屋倒壊のおそれがあったり、近隣に大きな火災が発生したりしたときは、避難所など

に避難する。家を離れるときなどはガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを落とす。高齢者世帯など要配慮者

がいる隣近所に、積極的に声をかけて安否を確認する。 

校長先生もご卒業です。 
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 ジャンボ干支登場！！ 
（１２月２９日） 

 ふるさと愛好会の皆さ

んによるジャンボ干支。

34作目となった今年は、

長さ4ｍ、高さ2.3ｍの威

風堂々たる亥。 

 この日は朝９時から地

区を練り歩いた後、辰水

神社の入り口に据え付け

られ、新年を迎える準備

が整いました。 

学習の成果を発表 

（１月２８日） 

 中野文化会館で、日頃

長野教育集会所で人権に

つながる様々な取り組み

や学習に参加する児童に

よる「地区学フェスティ

バル」が開催されました。日頃の学びの成果とし

て、人権劇「西光万吉物語」が発表されました。 

 差別をなくすために声をあげていくことの大切

さを伝えるために、児童一人ひとりが役について

学習したことを劇で表現し、参加された皆さんか

ら温かい拍手が送られていました。 

地域の皆さんと交流 

（２月２４日） 

 旧辰水小学校で「ふれ

あい球技大会」が開催さ

れ、グラウンドゴルフと

ドッジボールをして交流

を深めました。グラウン

ドゴルフは初めての子もいましたが、慣れてくる

とホールインワンする子も。その後は子どもたち

がドッジボールで白熱したゲームを展開。 

 体を動かした後はみんなで餅つきをして、つき

たてのお餅を、きな粉やおろし、しょうゆなどの

好みの味でお腹いっぱいいただきました。 

人権について学びました 

（３月２日） 

 美里社会福祉センター

で、市民人権講座が開催

され、反差別・人権研究

所みえの原田朋記さんが

「自分の立ち位置を変える」、中村尚生さんが

「多文化共生から多文化理解へ」と題し講演して

いただきました。約60名の方が参加され、部落問

題や外国の方とのコミュニティのあり方について

考える貴重な機会となりました。 

美里水源の森、整備から活用へ 
 

 「みえ森と緑の県民税」交付金を利用して、平

成２６年度から、散策道、駐車場、トイレ棟の整

備を進めてきた「美里水源の森」が、平成３０年

度で整備を終了し、今年度から、森林を通じての

体験や学習の場所として活用が始まります。 

 広さ約８ｈaの森では、自然と触れ合うゾーンや

間伐や木工を体験するゾーンがあり、また、様々

なイベントが可能な東屋もあります。運営は主

に、長野川流域環境保全協議会が行い、今後、広

報津などを通じて、いろいろな取り組みが紹介さ

れますので、ぜひご参加ください！ 



 

 ☎２７９－８１２２ 

●開館時間  ９：００～１７：００ 
 

●休館日  毎週火曜日 

      毎月最終木曜日（館内整理日） 
 

●おはなし会（４～６月）  
 と き  

  ４月１１日（木）１５：００～ なり☆プロ 

  ５月 ９日（木）１５：００～ なり☆プロ 

  ６月１３日（木）１５：００～ なり☆プロ 

  ６月１９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 
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と き ４月１０日（水）  

10：30 ～ 10：55  旧ＪＡ辰水店   

11：10 ～ 11：20  高座原公民館 

11：30 ～ 11：40  旧穴倉営農組合倉庫 

   

    

と き ４月１１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 ～ 10：55 南長野生活改善センター 

11：10 ～ 11：25 市美里庁舎駐車場 

11：40 ～ 11：55 ＪＡ美里支店  

 ☎２７９－８１１９ 

 いきいきフェスティバル 
（２月２３日） みさとの丘

学園で、美里創造学習で学ん

だことを、保護者や地域の方

に向けて発表しました。 

 発表からは、今までの自分

で良いのか考え、自分が学校

から世界まで共に生きる社会

を作っていこうという姿勢が

強く感じられ、思っているだ

けではなく行動しようとする

決意、児童自身も一年間学習

してきた成果を実感している

ことが伝わってきました。 



  

 

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等が主体とな

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 美里農業研修センター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」・・・育児、お子さんの成長、健康に関する相談。 

  「のびのび身体計測」・・・お子さんの身体計測（スタッフと一緒に測りましょう！） 

   ※骨こつ健康相談・・・・お母様方の骨密度測定を実施します。 
 

（２月４日の様子） 

 
ころころ広場 

お楽しみ行事 
乳幼児健康相談 プチころ 

  ４月 １日 （月） のびのび身体計測 １５日（月） アンパンマンと遊ぼう・ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ 

  ５月１３日 （月） のびのび身体計測 ２０日（月） トーマス？と遊ぼう 

  ６月 ３日 （月） すくすく健康相談  （保・栄） １７日（月） ふれあい遊びをしよう 

  ７月 １日 （月） のびのび身体計測 ※骨こつ健康相談 ２２日（月） でこぼこ冒険隊がやってくるよ！！ 

  ８月 ５日 （月） すくすく健康相談  （保・栄） １９日（月） くつした人形劇を見よう 

  ９月 ２日 （月） のびのび身体計測 ３０日（火） ペープサートを見よう 

 １０月 ７日 （月） すくすく健康相談  （保・栄・歯） ２１日（月） ころころ運動会 

 １１月１１日 （月） のびのび身体計測 １８日（月） パネルシアターを見よう 

 １２月 ２日 （月） すくすく健康相談  （保・栄） １６日（月） サンタがくるよ・みんなで歌いましょう 

  １月 ６日 （月） のびのび身体計測 ２０日（月） でこぼこ冒険隊がやってくるよ！！ 

  ２月 ３日 （月） すくすく健康相談  （保・栄・歯） １７日（月） 新聞紙で遊ぼう・豆まき 

  ３月 ２日 （月） のびのび身体計測 １６日（月） 劇あそび 

                        ※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・・・・美里地区社会福祉協議会 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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２０１９年度 予定表 


