
城山の風楽 笑 幸 齢者になろう！
小中一貫教育だより 大槌のすべての子に

豊かな「育ち」と
確かな「学び」を

●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。
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楽らく体操・何でも相談会
（公営住宅・地区集会所）のお知らせ

　大槌町地域包括支援センターでは下記の日程で体操
教室、相談会を開催します。お誘いあわせのうえぜひ
ご参加ください。下記会場のほか、各仮設でも開催し
ております。開催日程は各仮設の掲示板をご覧くださ
い。
　■ 内　容　楽らく体操： セラバンドを使用した体操

などを行います。
　　　　  何でも相談：高齢者に関する相談に応じます。
　■  日　程
　　９月 19 日（水）　吉里吉里町営住宅　集会所
　　９月26日（水）　県営屋敷前アパート　集会所
　■ 時　間　13：30 〜15：00
 問 大槌町地域包括支援センター  ℡ 0193-42-8716

ひょっこりカフェのご案内

　認知症等に関する相談対応、認知症予防等に取り
組んでいます。認知症の人やご家族、認知症について
学びたい人等、お気軽にご参加ください。

　■ 日　時　９月 20 日（木）
　　　　　　13：00 〜15：00
　■ 会　場　つくし薬局本店　まちかどふれあい室
　■ 内　容
 　「 ラグビーワールドカップまであと一年（ラグビーを

学び、ボールで体を動かしましょう！）・縁日」をテー
マとした講話等

 問 つくし薬局本店  ℡ 0193-42-8500

　全国各地から 1600人が参加したNIE盛岡大会の特別
分科会が、大槌学園で開かれました。
　6 年 1 組では「大槌希望新聞を作ろう」を学習課題に、
新聞を介して復興に向けて歩む人々の願いに触れ、地域
への愛着を育む学び
を、9 年 1 組では複
数の新聞記事から今
後の大槌学園の役割
について考え、自分
ごととして未来を語
る「ふるさと科」の
あり方について考え、
発表しあいました。

　200 人近い参観者
に取り囲まれての授
業でしたが、子ども
たちも先生も緊張感
がとぎれることなく
主体的・対話的で深
い学びを進め、参観
者から大きな評価を
いただきました。

　夏休み子どもたちは
大忙しでした。遊び、
宿題、お手伝いとやる
べきことがたくさんあ
り、どこから手をつけ
たらよいか悩ましいで
す。
　その強力な助っ人
が、夏休み学びの場で
す。今年もたくさんの
子どもが訪れ、頼まれ
勉強ではない「自分ご
ととして」の学びをつ
くりました。
　子どもたちの指導
は、地域の皆さんやＮ
ＰＯカタリバのスタッフ、明治学院大学の協力により、個々
の課題に沿ってきめ細かく行われました。

【大槌学園対象（カタリバ・放課後子供教室スタッフ対応）】
　２～４年・６年：こども教育センターＯＬＡＩ
　５年　　　　：大槌学園ＰＴＣＡ室
【吉里吉里学園１～６年対象】
　午前／吉里っ子スクール（スタッフ・明治学院大生が対応）
　午後／サマースクール（地域・明治学院大生が対応）

【５年生】
男子 50m 自由形 ：８位　黒澤璃晏（大槌学園）
 50m 平泳ぎ ：５位　倉本優雅（吉里吉里学園）
    ７位　西舘裕紀（吉里吉里学園）

 50m 背泳ぎ ：３位　金﨑潤矢（吉里吉里学園）
 200m リレー ：５位　大槌学園
    ８位　吉里吉里学園
女子 50m 平泳ぎ ：５位　木下望愛（吉里吉里学園）
 50m 背泳ぎ ：７位　塚本優夢（吉里吉里学園）
    ８位　大砂賀衣璃（吉里吉里学園）
 200m リレー ：７位　吉里吉里学園

【６年生】
男子 50m 平泳ぎ ：５位　中庭　庚（大槌学園）
 200m リレー ：８位　吉里吉里学園
女子 50m 自由形 ：３位　及川綾日（大槌学園）
    ５位　黒澤芽依子（大槌学園）
 50m 背泳ぎ ：４位　岩間愛華（大槌学園）
    ７位　内山絢琳（大槌学園）
 200m リレー ：８位　大槌学園

【共通男子】
50m バタフライ ：６位　寺崎瑠唯（吉里吉里学園）
     ７位　岩間瑛心（大槌学園）
100m 自由形 ：７位　前川　学（吉里吉里学園）
100m 背泳ぎ ：５位　関谷大成（吉里吉里学園）
200m 個人メドレー ：６位　金﨑潤矢（吉里吉里学園）
メドレーリレー ：６位　吉里吉里学園
    ８位　大槌学園

【共通女子】
50m バタフライ ：５位　芳賀光希（吉里吉里学園）
100m 自由形 ：７位　臺野愛凜（吉里吉里学園）
    ８位　岩崎千里（大槌学園）
100m 平泳ぎ ：６位　黒澤愛來（吉里吉里学園）
メドレーリレー ：６位　大槌学園
    ８位　吉里吉里学園

ＮＩＥ（新聞を教育に）全国大会盛岡大会

大槌学園で公開授業

釜石・大槌地区小学校水泳記録会
７．３１釜石市民プール

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

　9月21日は、世界アルツハイマーデーです。今後ますます増えると予測されている認知症。正しい知
識を持つことが大切です。下記の日程で開催する認知症事業にぜひご参加ください。

※当日参加も可能ですが、準備の都合上できるだけ事前申し込みをお願いします。

　大槌町では、趣味活動を通して新しい仲間づくりや外出の機会を提供し、介
護予防の取り組みを促す「おきらく教室」を開催しています。
　その受講を終えた参加者自らが自主活動グループとして活動しているものの
一つに、「おおちゃん手編みサークル」があります。現在は上町ふれあいセンター
にて月 2 回活動し、11 月の町民文化祭への作品出展に向けて取り組んでいます。

認知症事業のご案内  認知症になっても安心して暮らせる大槌町へ

趣味活動の様子をご紹介  おおちゃん手編みサークル

平成29年度	大槌町鶴亀仙（川）柳コンクール　入選作品紹介
　〈一般部門　優秀賞〉　孫 の 前 　 弱 音 は 吐 か ぬ 　じじ の 意 地  （中嶋　幹夫さん）

ＮＩＥ（「エヌ・アイ・イー」と読みます）
　学校などで新聞を教材として活用することです。
　教育界と新聞界が協力して、社会性豊かな青少年
の育成や活字文化と民主主義社会の発展などを目的
に掲げて全国で展開しています。
　今回大会で 23 回を数えますが、震災被災地初の
大会とあって、大きな注目を集めました。

〈６年１組〉

自分ごとの学びをつくる！
夏休み学びの場を開設

〈９年１組〉

こども教育センター OLAI

吉里っ子スクール

【認知症井戸端会議 in 吉里吉里】
　■日程　9 月18 日（火）19：00 〜20：30
　■会場　吉里吉里公民館
　■内容　 認知症の現状等を学び認知症への理解を

深めます。
　■申込締切　9 月14 日（金）

【ご近所みんなで声かけ訓練】
　■日程　10 月 6 日（土）9：00 〜11：30
　■会場　大ケ口多世代交流会館（じょうない歯科医院裏）
　■内容　 認知症の人の思いに寄り添った対応方法を学

び、声かけのポイントを実践してみましょう。
　■申込締切　10 月1日（月）

お 知 ら せ 
9月19 日（水）に初心者向けの編み物体験教室を開催します！
参加希望の方は直接会場にお越しください。
　■場所　上町ふれあいセンター（小鎚神社隣り）研修室　
　■時間　10：00 〜11：30　　※持っている方は、７号のかぎ針をご持参下さい。
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