
 中河小学校では今年度も見出しのボランティアを募っていま

す。特に最近は、下校時における不審者情報が複数入ってきて

いる現状のため、 児童の下校時刻に合わせて玄関先に立ってい

ただくだけでも大変ありがたい状況です。決して回数などを強

制するものではありませんし、ご登録いただければ以下のよう

なことを準備させていただきます。 

 ① ご登録いただいた時点で、ボランティア保険への 

   加入となります。 

 ② 安全ベストや横断旗をお渡しいたします。 

 ③ 児童の下校時刻についてお知らせいたします。 

 ④ 学校が緊急時に配信する連絡網メールに登録して 

   いただくことができます。 

   詳しくは、中河小学校の教頭まで 

   お問い合わせください。 

 敵対視されている食品添加物ですが「本当に厄介なものなの

か、安全面はどうなのか」など聴ける講座を開催します。 

 健康食ブームの中、発酵食品の効果や作用などを一緒に学習

し、食生活に取り入れてみませんか。ワンランクアップした食生

活の第一歩。講座への参加お待ちしております。 

事業の案内と講座参加の募集をしています。生涯学習をはじめるきっかけをつかんだり、広げたり、地域の事業を 

アクティブに伝えるそんな情報誌です。学んでみたいことがありましたら公民館までご相談ください。 

 無農薬や有機栽培などで育てた野菜を収穫し、BBQやお鍋を

して楽しみませんか？定期的に週末に集まり、季節の野菜植え

付けや、水まき、草むしり、飲み会が主な活動内容です。会社

以外でのコミュニティーの場が欲しい方は必見かと思います。

ご参加お待ちしております。 

日時 7月18日(木) 午後7時30分～午後9時 

会場 中河公民館 1階 第2会議室 

講師 
仁愛女子短期大学 

生活科学学科 教授  小林恭一先生 

問合せ先 中河小学校 ℡ 51-0518  

 中河小学校 
スクールボランティア 
  見守り隊の募集!! 

子育て支援ネットワーク 

オカリナ演奏と親子あそび 

INFORMATION 

募集 

 公民館主催 知識アップ講座 
自然は美味しい？ 

～発酵食品と食品添加物の話～ 

募集 

案内 

募集 

日時 7月11日(木) 午前10時 

会場 中河公民館 2階和室 

対象 未就学児とその保護者 

講師 杉浦明子 氏 

申込先   中河公民館 

 やさしい音色のオカリナの演奏を親子で聴いてココロもカラダ

もリラックス。そして、スキンシップで親子の絆を深め、子育て

で疑問に思うことや悩みなど他のお母さん方と交流を図り気分転

換しませんか？たくさんのご参加お待ちしております。 

 

team中河（青年団） 新企画 

「おとなの農業部」部員募集‼ 

 ラジオ体操の場は、地域の皆さんと顔を合わせる絶好

の場です。健康の為、ラジオ体操に参加し清々しい朝を

迎えましょう！ 

日時 7月20日(土) 
集合：午前6時15分 

開始：午前6時30分～ 

会場 
中河小学校グラウンド 
 （雨天時：中河小学校 体育館） 

持ち物 
・ラジオ体操カード 

・雨天時は内履きが必要です。 

その他 児童の皆さんには参加賞があります。 

 中河地区合宿通学を開催するにあたり下記日程

（準備日と実施日）は全館利用できません。（すでに

会議が入っている団体は除きます）公民館をご利用の

方々には、ご迷惑をおかけしますがご協力よろしく

お願いいたします。 

 
利用不可日 7月4日(木)～7月6日(土)午後3時まで 

公民館からのお知らせ 

中河地区青少年育成協議会 

中河地区一斉ラジオ体操デー 

募集年齢 20~30歳代（男女問わず） 

申込み 右記から応募をお願いします。 

 毎年、鯖江市成人式終了後、各地区公民館にて新

成人の集いを開催しています。新成人の集いは、例

年、新成人の皆さんの企画によって内容が決まりま

す。令和2年に成人式を迎える方で企画作りをやって

みたいという方は、ぜひ！中河公民館までご連絡く

ださい。また、ご家族で成人式を迎えられる方がおられました

らお伝えくださいますようよろしくお願いします。 

今までの企画 
・思い出の地のフォト集づくり 

・恩師ビデオレター作成  他 

成人式日程 令和2年1月12日（日） 

募集 

募集 
お知らせ 

令和2年に成人式を迎えられる方へ 

年 7 月

キッズダンス

2019

日 月 火 水 木

4 5

≪休館日のお知らせ≫

6

金 土

30 1 2 3

合宿通学

7 休館日 8 9 10 11

子ども茶道囲碁 合宿通学準備 合宿通学

12 13

2014 15 休館日 16 休館日 17

オカリナ演奏

18 19

ラジオ体操デー

21 休館日 22 23 24 25

知識アップ講座

26 27

28 29 30 休館日 31

ミステリー列車 キッズダンス

1 2 3

キッズダンス

キッズダンス

※都合により休館日が変更する場合もありますので予めご了承ください。



河小学校６年生３５名が中河公民館で、 

「お兄ちゃん・お姉ちゃんと遊ぼう」と 
題し、乳幼児やその保護者とのふれあいを通して、母性・

父性を育み命の大切さについて学んだり、両親に対して感

謝の気持ちを持つ機会を目的に開催しました。 

 最初に赤ちゃんの月齢の発達について説明を聞き、  

グループに分かれて、赤ちゃんとふれあいました。小学生の皆さんは、物動じせず最初か

ら赤ちゃんとコミュニケーションをとろうと積極的にあやしたり抱っこしたりと接してい

ました。赤ちゃんの中にもお兄ちゃんお姉ちゃんと遊んでほしいと、積極的に自分から近

づく子もいて、その姿がとても微笑ましかったです。でも、成長の一つである「人見知

り」をする赤ちゃんは「ぎゃー」とすごい勢いで泣き、６年生の子が「僕、嫌われている

のかな」と小声で心配になる場面もありました。今日、感じたことを大人になっても思い

出し優しい大人に成長してほしいなと思います。 

6/2(日) 

開催！ 

   地よい天気で大勢の中河地区の皆さんが 

   参加し活気あふれた中河地区市民体育大会。 

競技に参加する人や家族、お友達の応援で会場を訪れることによって、 

会う機会が少ない人たちとの親睦を図れたのではないでしょうか。東陽中

学校生徒の皆さんもボランティアとして大会に協力して 

いただきました。スポーツ協会をはじめ各町内の皆さん 

お疲れ様でした。 

心 

    部地区一人暮らし高齢者の集い 

         「笑顔でふれあい」をご紹介します。 

食事や余興などを楽しみながら互いに交流し楽しいひと時を過ごし

ていただく「笑顔でふれあい」。この事業は、河和田、北中山、 

片上、中河、新横江の5地区で回り番で開催されます。 

 今年は、北中山公民館で開催され160名が来館し、たくさんの笑

顔があふれていました。アトラクションでは、理学療法士による懐

かしい歌にあわせた「ちょこっ

と元気体操」と、ソバーズの皆

さんによる「ミニコンサート」

で会場が盛り上がり、最後は、

笑うと心や体に良いということ

から北中山地区恒例の「笑いの

三笑」でわっはっはっーとみん

なで笑って締めくくりました。 

鯖江市中河公民館 

中河地区 6月1日現在 前月比 

人口 4,600名 10名 増 

世帯数 1,441世帯 2世帯 減 

〒 9 1 6 - 0 0 3 3  
 鯖 江 市 中 野 町 2 0 3 - 8  
 TEL：(0778)51-3102 
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6/6(木) 

開催！ 

成績発表 優勝 次勝 ３位 

総合の部 原区 出口木引区 橋立町 

綱引競技 原区 下河端南 まち区 

発育リレー競技A組 橋立町 舟枝町 樋口区 

発育リレー競技B組 原区 出口木引区 上河端町 

選手宣誓 

入場行進 

 

最後に赤ちゃんに歌をプレゼント！ 

あやし方を工夫しています(*^^)v 

ちょこっと元気体操にチャレンジ！ 

コンサート：美声で魅了されました。 

初めてかな？抱っこしたのは。。。 

テント内：親睦で楽しさが伝わりました。 

6/18(土) 

開催！ 


