南部町では、県内で唯一の「教育の日条例」を定めています。

10 月・11 月は「南部町教育月間」
行事・イベントのご案内
たくさんの皆様のご参加
お待ちしています！！

■みんなで考える！
第１２回南部町教育の集い
10/13(日)13:00～15:00
富有まんてんホール
≪ﾃｰﾏ≫

ハート

■ほっと ❤ コンサート
くにたちさい

★第 1 部 国立祭

11/4(月)午後
国立音楽院(南部町阿賀)
★第 2 部 富有の里町民音楽祭

「ネット・ゲーム依存の
11/９(土)午後
実態と予防」
南部中学校体育館

～子どもたちのために、今できること～

■祐生出会いの館 教育月間協賛企画
「ハート

ホット

アート

展」

三施設合同作品展（えがお・祥福園・もみの木園）

祐生出会いの館 ※入館無料

9:00～17:00(火曜日休館)

★講演 樋口

すすむ

進 さん

（神奈川県 久里浜医療センター院長）

ネット、ゲームなど子どもの依存
症を医学的な立場よりお話しいた
だきます。
子どもたちをネット
依存の恐怖・危険か
ら守るめに、一緒に
考えてみませんか。

11/13(水) 10:30～11:30
すみれこども園
人形劇

「ともだちげきじょう」
（人形劇団 ののはな）

お問合せ：スポ net なんぶ

☎66-5400
■第 32 回南部町緑水湖

人たちの合作や、各個人の得意な技法を加えた合作作品など、既成概念にとら

健康マラソン大会

われない表現方法の作品を展示します。

文化に親しもう！
■法勝寺歌舞伎保存会「定期公演会」

「生涯学習作品展」

10/20(日) 受付 8:30～
緑水湖周辺
※1.5km･3.3km ﾏﾗｿﾝと

11/８ (金)～11/10(日)

11/17(日) 11:30～15:00

ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽは当日参加可

9:00～18:00
（10 日は 16:00 まで）

西伯小学校体育館

（参加賞等はありません）

あ お と ぞうしはな の にしきえ

おすすめ絵本の紹介、古本
市、もの作り体験など。

11/10(日) 11:00～
天萬庁舎１階

いな せ が わ せいぞろ

しらなみごにんおとこ

(白波五人男)

南部町人権啓発ｷｬﾗｸﾀｰ「ミカエル」

人権を身近に感じよう！

■第 38 回宮前隣保館

■第４回ミカエル・セミナー

「熱と光の解放文化祭」

「人権とは何か」に気づいてみましょう。

10/26(土) 9:00～16:00
展示のみ

10/27(日) 11:00～16:30
人権作文発表･各種バザー･
記念講演

宮前隣保館･宮前児童館･むつみ荘

11/15(金) 19：30～21：00
富有まんてんホール
くりもと

あつこ

講師：栗本 敦子さん（えふらぼ代表）

■法勝寺中学校人権学習オープン講座
法勝寺中学校の生徒とともに学ぶオープン講座
11/16(土)10:00～ 法勝寺中学校
くりもと

あつこ

講師:栗本 敦子さん

どなたでも、おこしいただけます

■大なわとび№1 決定戦
in 南部町

○番町皿屋敷

■南部町読書まつり
11/10(日) 10:00～15:00
天萬図書館・農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

※大人 500 円

演目：○青砥 縞 花紅彩画 稲瀬川勢揃いの場

農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

★ビブリオバトル
■ｱｰﾄｽﾀｰﾄ in 南部町 2019

身体を動かそう！

障がいのある人の作品を共同展示します。絵本作家玉井詞さんと障がいのある

■富有の里まつり
ひぐち

11/2(土)～2/10(月)

12/8(日)9:00～正午(予定)
南部町民体育館
チームで参加、記録に挑戦！

■第 26 回西伯文化会館
「解放まつり」
12/8(日)
9:00～15:00
人権作文発表･人権標語
表彰･記念講演など

西伯文化会館

問合せ先：南部町教育委員会☎64-3787

保育園･こども園でも
お待ちしています

学校行事におでかけください
■人権教育参観日
★会見小学校
10/11(金)13:30～15:45
★西伯小学校
10/23(水)13:30～16:50
★南部中学校
11/16 (土)8:55～11:45
★法勝寺中学校
11/16 (土)8:45～11:30
(10:00～人権学習オープン
講座があります。）

■健康教育参観日
★会見第二小学校
10/10(木)14:00～15:35

地域にでかけます
■ふるさと学びウォーク
西伯小学校
10/3(木)9:00～14：45
■秋の遠足
会見小学校
10/19(土)9:00～12：00
■ふれあいデー
南部中学校
10/19 (土)10:00～11:30
■ふれあいウォーク
法勝寺中学校
10/19 (土)8:30～

お問合せは各園へ

■小学校学習発表会
★会見小学校

つくし保育園

11/9(土)9:00～12:00

☎66-2143

★運動会
10/12(土)9:00～12:00

★会見第二小学校

★ふれあい広場ひなたぼっこの日

11/9(土)9:00～11:20

10/1(火)9:00～11:30

★西伯小学校

11/5(火)9:00～11:30

「芸術の秋発表会」
11/9(土)9:00～12:00
■二小校区民作品展
会見第二小学校
11/8(金)9:00～16:00
11/9(土)9:00～11:20
児童・地域の方の作品を
展示します。

■おにぎり給食の日
こども園・保育園・小中学校

11/15(金) 給食の時間

ひまわり保育園

★園開放（未就園児対象）
11/12(火)9:30～11:00

子どもたちが自分で作った

さくら保育園

おにぎりを持参します。

★運動会

※法勝寺中学校は、お弁当
の日です。

☎64-2824

☎64-2065

10/5(土)9:00～12:00
★園開放（未就園児対象）
10/8(火)9:30～11:00

■中学校文化祭
★南部中学校

すみれこども園

11/2(土)9:00～15:00
★法勝寺中学校
11/1(金)9:00～11:35
11/2(土)9:00～15:15

★学校連絡先一覧★
くわしい内容は、
各校へお問合せください。

会見小学校 ☎64-2016

こどもと一緒に体験しよう！
■みんな集まれ!遊ぼう広場
申込必要
★親子でカプラを楽しもう
11/10(日)13：00～15：00
トレーニングセンター武道場
魔法の板「カプラ」を使って、いろい
ろなものを作ってみよう。

どなたでもおこしください
■子育て親育ち教室
会場：総合福祉ｾﾝﾀｰいこい荘
○10/3(木)10:00～11:15
ほ

「子育て上手は褒め上手ﾊﾟｰﾄ 1」
～子どもが伸びる「魔法の言葉かけ」～

○10/31(木)10:00～11:15
☎66-2040

★運動会
10/5(土)9:00～12:00

ほ

「子育て上手は褒め上手ﾊﾟｰﾄ 2」
～ママパパの気持ちが伝わる
ど な

怒鳴らない子育て～

○11/19(火)10:00～11:15

会見第二小学校 ☎64-2415

子育て交流室あいあい

西伯小学校 ☎66-2215

★妊婦さんとねんねの赤ちゃんの日

☎66-3208

南部中学校 ☎64-2013

10/9(水)、 10/23(水)

法勝寺中学校 ☎66-2009

11/6(水)、 11/20(水)

ほ

「子育て上手は褒め上手ﾊﾟｰﾄ 3」
～子どもが行動しやすくなるアイテム
困った行動を防ぐ環境の整え方～

いずれの日も 10:00～11:45

お誘い合わせて、おでかけください！

問合せ先：南部町教育委員会☎64-3787

