世代年齢別情報

●おらほの町の地域包括支援センター

ここでは、高齢者に関わる様々な
話題を掲載しています。

楽 笑 幸 齢者になろう！
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しゃ

お元気教室（介護予防教室）のご案内
高齢者の皆さんが活き活きと生活を送れるよう介護予防教室を開催します。運動や口腔機能の向上、認知症
予防などの内容で行います。
65 歳以上の町民

日 程

6 月～ 8 月の 3 か月コース
毎週水曜日 10 時～12 時

会 場

シーサイドタウンマスト マストホール（2 階）

15 名

送 迎

ご希望の方には送迎も行います。

申込期間

9 月以降も教室を開催予定です。

6 月：7 日、14 日、21 日、28 日
7 月：5 日、12 日、19 日、26 日
8 月：2 日、9 日、23 日、30 日

定 員

参加費

・9 ～ 11 月のコース
・12 ～ 2 月のコース
詳細は広報に掲載しますので
ご覧になってお申込ください。

無料

5 月 8 日（月）～ 19 日（金） 直接窓口または電話にてお申し込みください

〈申込の際の留意点〉 下記に該当する方で教室への参加を希望する場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。

①要介護認定要支援１・２をお持ちの方
②総合事業対象者（基本チェックリスト（25 項目のアンケート）により生活機能の低下等が認められる方）

教室の流れ

１．送 迎
車で迎えに
行きます。
（希望者）

２．血圧測定・
体調確認

３．ストレッチ・筋トレや口腔機能向上、レク
リエーション、脳トレ

体の調子を伺いま
す。体調が悪い時
は無理せず、出来
る範囲で活動を行
いましょう。

理学療法士、栄養士、歯科衛生士などによる講話を行
います。体や頭
を動かしながら
楽しく介護予防
を行いましょう。

４．送 迎
車で送ります。
（希望者）

5 月 10 日（水）～ 22 日（月） ※教室は 2 つまで申込み可能です。申込者多数の場合は抽選となります。

参加決定通知は 5 月 26 日（金）までに郵送でお知らせします。
■実 施内容（開催時期：6 月～ 10 月）
室

大ケ口多世代交流会館

（大ケ口コミュニティサポートセンター）

ダイヤビック教室
リズムにのって無理なく楽し
（講師：小笠原久美子氏、
く健康体操を行います。
箱山タイ子氏）

日程：第２・４木曜日［全10回コース］
30名
費用：無料

絵手紙教室
素敵な絵手紙を書いてみませ
（講師：小田島美代子氏） んか。ご家族や友人にぜひ。

日程：第４火曜日［全５回コース］
費用：無料 ※道具は貸出します。

10名

日程：第２火曜日［全５回コース］
費用：無料

10名

折り紙で脳の活性化をしな
がら作品を作ります。

■協力 いきいき岩手支援財団
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問 大槌地域包括支援センター
平成28年度 大槌町鶴亀仙（川）柳コンクール

広報おおつち 2017.5

定員

本ではわかりにくいコツを教
わりながら作品を作ります。

折り紙教室
（講師：村井晴子氏）

〈小・中学生部門 優秀賞〉 孫達が

入選作品紹介

家に来る日は

大槌町こども教育センターは、
寺野地区にあった「大
槌町こどもセンター」と「コラボ・スクール大槌臨学舎」

が行っていた放課後の子ども体験活動や学習活動の利
便性を考慮し、沢山地区の大槌交番隣接地にカリタス
ジャパン様のご支援により新設した教育施設です。

施設は、学習室、フリースペース、多目的ホール
を備えた延べ床面
積 77.2 坪 の 木 造
平屋建てで、一見、
中山間地の分校を
連想させるたたず
まいです。
４月６日に行わ
れたオープニング・

新年度を迎え、待ちに待っていた入学式が行われま
した。大槌学園は 6 日、
吉里吉里学園は 7 日にそれぞれ、

楽しい日

（大槌学園

り、返事をしたりと意気込みのほどが感じられました。
式に参加した在校生も、一年生のお手本として、ま
た優しいお兄さんお姉さんとして迎えてくれました。
吉里吉里学園では、2 年生 11 人が「後輩」に学園生
活の一端を紹介しました。算数の学習の場面では、繰り
上がり繰り下がりのある問題をすらすらと解いたり、体
育での縄跳びの実技を披露したりと良き「先輩」ぶりを
発揮し、新一年生は、目を見張って見入っていました。

℡ 0193-42-8716

道又

員の祝福を受けて学園生活をスタートさせました。
両学園の新入生は、少し緊張した面持ちながら担任
の先生に名前を呼ばれると元気よくはっきりと返事を
し、しっかりした態度でお辞儀ができていました。
校長先生の話の学園生活での約束事にも手を挙げた

由宇さん）

吉里吉里学園

10：00 ～ 11：30

容

日程：第１・３木曜日［全10回コース］
費用：材料費の負担
10名
（クラフトテープの購入等）

エコクラフト教室
（講師：釜石栄子氏）
マストホール
10：00 ～ 11：30

内

まなびとふれあいの場として活用

77 名と 11 名の新入生が在校生、保護者、来賓、教職

趣味活動を通して、
新しい仲間作りや外出する機会を提供し、
介護予防の取り組みを促す「おきらく教室」の参加者を募集します。

教

大槌町こども教育
センター竣工

８８名の新一年生誕生

おきらく教室の参加者を募集します

場所及び時間

城山の風

夢いっぱいの春へ

【お問い合わせ】大槌町地域包括支援センター TEL 0193-42-8716

■申込み期間

小中一貫教育だより

せ

って

対 象

世代年齢別情報

大槌のすべての子に
豊かな「育ち」と
確かな「学び」を

セレモニーでは子供達が、センターに寄せる思いを
書いたカードをつけた色とりどりの風船を大空に放

ち、完成を祝いました。

こども教育センターでは、次の事業を行います。
（１）主体的な学びの場
（２）子供たちを通し、子供と地域住民の交流の場
（３）学校不適応の子供達の支援の場
（４）子供たちに係る打合せ及び教育相談の場
（５）その他教育委員会が認める事業
こども教育センターの利用は、大槌学園、吉里吉
里学園に通う、２年生以上の児童生徒であれば誰で

も可能です。
なお、利用に当たっては利用登録が必要です。
＊申し込みは下記まで 
○大槌町こども教育センター
○コラボ・スクール大槌臨学舎
○大槌町教育委員会事務局

℡ 42-4232
℡ 27-8527
℡ 42-6100（学務課）

大槌学園グラウンド開き

球春に交流試合

待たれていた大槌学園のグランドが完成し、この程
引き渡しが行われ、学園のすべての施設の整備が終わ
りました。これで新学期から体育の授業やクラブ活動
で使用することができるようになりました。
4 月 8 日には、グラウンド開きを兼ねて震災後から
交流のある秋田県大仙市立太田中学校野球部との交流
試合が行われました。

試合は 2 試合行われ、両
校の選手は、新しいグラウ
ンドの感触を確かめ、はつら
つとプレーしていました。

試合は、両チーム 1 勝 1
敗と分け合う好ゲームとな

りました。選手達はお互いの
検討を讃え合い、再会を約
束して交流を終えました。
〈施設の概要〉
＊グラウンド面積：9,675㎡
直線 100m コース、200m トラック（6 コース）
＊照明灯 6 基
＊鉄棒、うんてい、登り棒、砂場等（サブグランド
にテニスコート）
＊ロータリー部分にスクールバス乗車場、駐車場
OTSUCHI TOWN
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