症 予 防 教 室﹂︒

月は古里の歌

奇数月に行われている﹁認知

♪あぁ丸亀城

脩さん

をつくる会︵丸亀里歌会︶の杉田

たかおさ

小中一貫
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んをお迎
えして︑
﹁あぁ丸
亀城﹂や
懐かしい
曲を大合
唱︒お腹
から大き
な声を出
してストレス発散！楽しい時間
を過ごしました︒それから数日
後︑大正琴・唱歌・民踊クラブ
が﹁あぁ丸亀城﹂の練習開始︒
今秋の﹁みなみのまつり﹂で披
露しようと頑張っています︒ク
ラブの枠を越えて︑コラボでき
ればステキですね︒

学校で 習った英 語を生かし て発
音して いてとて も素晴らし いと
思いました︒１年たっただけ
で︑こ んなにも 成長できる とは
思って もみなか ったので︑ とて
も感心 しました ︒私も頭と 心を
鍛え︑中学校に進みたいです﹂
﹁私 は国語の 授業をして いる
クラス を見に行 きました︒ そこ
で﹃返 り点﹄と いう中国の 文の
記号に ついて習 っていまし た︒
﹃レ点 ﹄と﹃一 二点﹄の働 きは
聞いて いてよく 分かりまし た︒
楽しかったです﹂
部活 動や授業 を見学して ︑西
中学校 へのあこ がれがふく らん
だようです︒

環境安全課（p24-8836、o25-2409）
メールアドレス
（kankyo-k@city.marugame.lg.jp）

月は﹁男の料理教室﹂﹁親

問い合わせ

子クリスマスケーキ作り﹂など

応募用紙の記載内容を総合的に審査して
選考（結果は全員に通知）。

色々な方が参加できるイベント

選考方法

も行われました︒

市役所案内所、環境安全課、市民総合セン
ター、市民センター、
コミュニティセンター
に設置。市ホームページでも入手可。

少子高齢化は着実に進行しつ

中学校授業参観の説明を受ける小学生

問 い 合 わ せ：政策課（p24-8839）
応募用紙
など

つあります︒住み慣れた土地で

応 募 用 紙 に必 要 事 項を記 入し、環 境 安
全課へ提出（郵送、ファクス、直接持参、
メール）。

元気に暮らすためには︑人と会

応募方法

って大声で笑い︑楽しい時間を

無料（入場整理券が必要）
２人

過ごすことが大切では ……
︒
﹁あそこに行けば誰かに会え

料金
募集人員

る・元気をもらえる﹂コミュニ

整理券配布場所：政策課、教育部総務課、
綾歌・飯山市民総合センター、
中央・綾歌・飯山各図書館

西学校群 西中・城坤小・
城西小・城南小

市総合教育会議
アドバイザー
2年（4月1日〜平成30年3月31日）
期
任

ティセンターがそんな場所であ

講師

●部活動見学
月︑ 月の土 日に︑保 護者
と一緒 に西中学 校の部活動 参観
に出かけた小学校児童の声です︒
﹁始めに︑２年生と１年生が
全員そ ろってス トレッチを 念入
りにし ていまし た︒試合形 式で
練習し ているよ うでした︒ たく
さんの 人がいた ので︑ぼく も早
くレギ ュラーに なれるよう に頑
張りたいです﹂︵サッカー部︶
﹁教 室の中で 最初は騒が しか
ったけ ど︑部活 が始まると 目の
前の人 と必要な ことだけし ゃべ
ってと ても静か でした︒風 景画
を描いていました︒中学校で
は︑ぼ くも美術部 に入って 絵を
描きたいです﹂︵美術部︶
●授業見学
今年 度は︑三小 学校が一 校ず
つ中学 校の授業を 見学に行 きま
した︒ 見学後の小 学校児童 の感
想です︒
﹁今 日︑中学１ 年生の授 業見
学があ りました︒ 私が見た 教科
は英語 です︒英語 の授業で は小

応募資格

市内に在住または通勤・通学し、任期開始
日現在において20歳以上の人。
※市議会議員、市職員、2つ以上の審議会
に委嘱されている人を除く。

ればいいなと思っています︒

1300人

教育委員会 p24-8821

午後2時〜3時（午後1時20分開場）
安全安心まちづくりに関する情報を共有し、
施策の実施に関する基本的事項を協議。

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

定員

学校群

委 員 の
任
務

こう き

尾木 直樹さん

オ：おはようございます ア：ありがとうございます
シ：失礼します ス：すみません

市民会館大ホール

西

自立と
共生
❺

3/6
日時

目標：オアシスを自分からできる子どもに育てよう
場所

11

尾木ママ
講演会
安全安心まちづくり推進協議会委員
2/19㈮

12
2016年2月 ● 広報丸亀
2016年2月 ● 広報丸亀

13

10

丸亀市総合教育会議
アドバイザー

審 議 会 等 委 員 募集
締め切り

城南コミュニティセンター
香川
会長
「みなみのまつり」が楽しみ

弁士6名「生きがい」
を熱弁
「高齢者による弁論大会」盛況

投稿

70

コーナー

で楽しい大会になり︑﹁光輝高齢者﹂
という新語も出ました︒
この大会を通して驚いたことは
①弁士の依頼に困らなかったこと
②会場が一体となり盛り上がった
こと③開催後多数の方から﹁参加
して良かった﹂とお礼の言葉をい
ただいたことです︒次回の開催が
楽しみになりました︒
︵弁士の紹介と弁論要旨 発表順
敬称略︶
石原勝美
︵代読︶ 年ほど前に
母の介護を終え︑空虚になっ
ていたが趣味の歌で癒やされ︑
週一回のレッスンが楽しみ︒
三村芳輝 ７年前から始め
た民生委員活動で︑価値観が
変わり地域の福祉活動に強い
興味と生きがいを持つ︒ 網
谷徳子 夫の介護を終え︑自
分の大きな病気も克服した︒
今は︑活躍している県外の孫
の成長が楽しみ︒ 渡邊昭
子どもの頃買った﹁竹笛﹂が
きっかけで︑定年後は﹁尺八﹂の
指導的な立場に︒ 尾松静子 多
趣味で家族から心配されるほど多
忙な毎日︒﹁光輝高齢者﹂と積極
的に生きる︒ 十河博子 十数年
前夫を亡くし﹁お城﹂でスケッチ
を始め︵お城サロン︶来城客に︑
絵手紙などを贈る活動の悲喜こも
ごも︒
10

11

皆さんからの投稿を
募集しています。文化、
健康、安全など身近な
テーマについてのご意
見やご提案をお寄せく
ださい。
詳しくは、秘書広報
課
（p24-8801）
まで。

12

城北コミュニティ福祉部
会長 三村芳輝さん

いいね！ ❺
コミュニティ
12

去る 月 日㈯︑﹁第１回高齢
者による弁論大会﹂を開催致しま
した︒テーマは﹁私の生きがい﹂
についてで︑弁士は 歳以上の方
です︒弁士６名を含む１３５名の
参加で︑会場は熱気に包まれ
ました︒
大会の目的は︑色々ありま
すが︑高齢化が進むなかコミ
ュニティにこのような楽しみ
の場があ
っても良
いのでは
と考えた
こと︑ま
た︑これ
がきっか
けで一人でも
多くの方が︑
コミュニティ
活動に関心を
持ってほしい
と思ったこと
です︒
弁士６名の
個性ある発表
12

なごやかに「男の料理教室」

