地域で子どもを育てる活動情報を
お寄せください（イベント予告可）
地域活動指導員が取材に伺います。

■特集
【１日の流れ】

通学合宿 知ってますか？
子どもたちが親元を離れ、地域の方々から支援を受けて、公民館などで共同
宿泊生活(３〜７日)をしながら学校に通い、自分たちで炊事・洗濯・掃除など
の生活体験をするものです。
合 宿 日 程：令和元年９月２４日(火)〜２８日(土)４泊５日

荷物は
整理整頓

参加対象者：春日小学校の４・５・６年生

１６名

【保護者感想】

【子どもの感想】

布団は
たたんで

就寝

合 宿 場 所：昇町公民館

仲間と協力する楽しさや
難しさを学びました。
これからもっといろんな人と
協力したいと思いました。

いろんな方に支えられて日々を
過ごせているということが
実感できたようです。

【通学合宿実行委員長･三与木 康典さん】
朝ごはん

学校へ

お風呂

今回の通学合宿には、地域住民の皆様、福岡女学院大学の学生スタッフ、学校の先
生等、たくさんの方のご協力があり、実施することができました。通学合宿は、子
どもたちが頑張る場、成長する場であります。家庭や学校生活では体験できないこ
と、今まで保護者がやってくれていたことがこんなに大変だったんだと気がつく
きっかけになっていると思います。
また、子どもたちだけでなく私たちスタッフも、子どもたちとの生活の中で多くの
ことに感動したり、楽しんだり、ときには失敗をして学びながら子どもたちと一緒
に一日一日大切に過ごしていきました。子どもたちが少しずつ成長していく姿とい
うものは、とてもうれしいです。
洗濯
担当

帰って
宿題



通学合宿に関しての
ご相談・お問合せは、地域教育課へ

夕食作り
担当

夕食

お掃除
担当

図書室開放アンビシャス広場 /読書ボランティア
 BOOK バトン
 折り紙ヒコーキ大会 in 春日
 星の館
 春日市内の子ども食堂
 コミュニティ・スクールの取組
 放課後子供教室 /社会教育関係団体

イベント情報

詳しくは、中面へ

たくさんの「言葉」が詰まった本を手に取って、
「言葉」の貯金をしませんか？

近くの公民館・学校で図書室開放の
アンビシャス広場に出かけよう!!

場所

アンビシャス広場では、公民館・学校で図書
室開放を行っています。右の表をみてお近く
のアンビシャス広場に出かけましょう。
貸し出しもできますよ！

曜日

時間

小倉公民館

第 3 土曜

14:00〜16:00

春日北小

月 1 回(不定期)

岡本公民館

平日(月曜は除く)

16:00〜18:00

春日原公民館

月〜金曜

16:00〜18：00

土曜

9:00〜18:00

泉公民館

第 4 土曜

9:30〜12:00

下白水南公民館

第 1・3 土曜

10:00〜12:00

惣利公民館

第 2・4 火曜

16:00〜17:00

春日市の小学校で読書ボランティアの方が活躍
しています。学び合いながら、ボランティア同
士のつながりを大事にしていこうと毎年交流会
を開催しています。（年１回開催）
今年は、詩人アーサー・ビナードさんを迎え、
アーサーさんの体験談のほか、物語や詩をとお
して「言葉」について一緒に考えるよい機会と
なりました。

塚原台公民館

第 1・3 土曜

10:00〜12:00

天神山公民館

土曜

10:00〜12:00

白水池公民館

土曜

9:30〜12:30

春日野小

第 3 土曜

9:30〜11:00

平田台公民館

水曜

15:00〜16:45

春日公園公民館

火曜

15:00〜18:00

春日野中

火・水曜

16:00〜17:30

読書ボランティアに参加してみませんか？

日の出小

第 1・3 火曜

16:00〜17:00

春日市小学校
読書ボランティア交流会

●問合せ

地域教育課 社会教育・読書推進担当
Tel：575-4121

11/17(日）

春日市民図書館

本のリサイクル

無料配布

10 時 20 分 〜 14 時
■問合せ先

春日市民図書館

584-4646

今年の BOOK バトンは、環境フェアに合わせて開催されます。

整理券
配布
午前 9 時〜
図書館

図書館で使わなくなった本などが無料配布されます。
自分が気に入っているジャンルの本があればいいですね。
掘り出し物狙いで行きましょう！
※ 開始時刻から 11 時 30 分までの入場には、整理券が必要です。
●10 時 20 分〜入場

●10 時 40 分〜入場

●11 時〜入場 各時間帯 50 枚

※ お持ち帰り用の袋はございませんので、各自持参ください。
↑昨年の様子

※ 春日市民図書館でも雑誌などの配布を行います。

県大会参加めざして、いよいよ春日市大会！

１/２５ (土）

福岡県大会

10 時〜13 時

■問合せ先

地域教育課

3/8(日)

558-1270

A4 サイズの紙で折り紙ヒコーキを折り、飛行時間、飛行距離を
とびうめ
アリーナ
競います。
完成したヒコーキの横幅が８センチ以上なら、どんな折り方でも OK！

この大会で、飛行時間４秒以上か飛行距離 10ｍ以上を出して、県大会へ行こう！
自分なりにヒコーキの折り方や飛ばし方を工夫し、
遠くまで飛んだ時がとても楽しいです！
参加者の声

白水大池公園で天体観測

金･土･日
曜日

大きな望遠鏡を覗いてみませんか？

14 時〜21 時
■問合せ先

↑ほしぞら新聞

星の館インフォメーション

558-9099

白水大池公園の大土居側駐車場から坂を上ったところにある
「星の館」を知っていますか？ドームの中には大きな望遠鏡があり、
遠く離れた惑星や月、太陽などを観ることができます。
また、工作教室や「おはなし会」が開かれ、小学生にも分かりやすく
「宇宙のふしぎ」を学べます。
まちなかにある天文台は珍しく、身近に星や宇宙を感じることができます。
ぜひ、足を運んでみてください。
イベント情報は、毎月発行の「ほしぞら新聞」を見てね☆

春日市内で

星の館 キャラクター
スコープくん

みんなで一緒にご飯を食べよう！

春日市内で広がりを見せている「子ども食堂」
子どもが一人でも安心して来られる無料または低額の食堂です。
子どもたちが地域の方と交流しながら自由に過ごすことができる
「子どもと大人の居場所」です。
奴国の里
ふれあい子ども食堂

ダイニング
「つ・ど・い」

コミュニティ食堂
昇町

小倉東公民館

昇町公民館

弥生公民館

第２土曜日

隔月
第 1 または第 3
土曜日

第４土曜日
（奇数月）

※1 月・8 月・12 月は
お休み

元気ワクワク
料理クラブ

春日原食堂

浄運寺

春日原公民館

第３土曜日

月１回日曜日
（奇数月）

須玖南公民館
第４土曜日
（偶数月）

■コミュニティ・スクールの取組

学校

家庭

地域

春日市には６つの中学校があります。今回は、春日中学校ブロックの取組です。中学校ブロックごとに紹介していきます。

【春日中学校】〜防災訓練〜
中学生にも防災意識を持ってほしいとの思いから、おやじの会主催で実施されている
防災訓練。３年目となる今回は約５０名の生徒が参加し、大人と共に楽しく防災につ
いて学びました。緊急時の応急処置、傷病者の搬送方法、校区の避難所・川・病院を
地図で確認する図上訓練、新聞紙で皿を作る非常食体験と、多くのことを実践で学び
ました。参加した生徒からは、「いざという時には、今日体験したことを生かしたい」
という頼もしい感想が聞かれました。
▲搬送訓練の様子

【春日小学校】〜自転車教室〜

春日小学校の自転車教室で指導にあたるのは、おやじの会のみなさんです。公道でのマ
ナーや危険をＤＶＤで学んだあとは、いよいよ運動場に作られたコースを自転車で走り
ます。少し緊張した面持ちでハンドルを握る子どもたち。一旦停止の標識の前で止まり、
停車中の車の横を通り、見通しの悪い交差点をぬけて、信号を渡りゴールをめざします。
自転車に乗ることができない子どもたちには、事前に練習会を開催。当日もおやじの会
がマンツーマンで指導し、参加した４年生全員がコースを完走しました。
▲実技講習の様子

【須玖小学校】〜奴国ウォークラリー〜
子どもと大人が奴国について共に学ぶ、須玖小学校ならではの取り組み、
「奴国ウ
ォークラリー」。１〜６年生の異学年グループで地域の歴史を学びます。
地図をたよりに、熊野神社、老松神社、赤井手古墳など７つのチェックポイントを
回り、６年生が事前に資料で調べたり、地域の方にインタビューしたことを、クイ
ズを交えて下級生に教えました。保護者、地域住民など約１００名のボランティア
が引率と見守りにあたり、子どもたちとの交流を深めていました。

▲老松神社（上の宮)での様子

■放課後子供教室（アンビシャス広場）
アンビシャス広場に新しい活動が加わりました！上白水アンビシャス広場のダンスの活動と塚原台アンビシ
ャス広場のお茶・太鼓・切り絵の活動です。各小学校区に子どもの放課後や休日の居場所として、色々な
体験ができるアンビシャス広場が開催されています。 参加してみませんか？

▲ダンス

▲お茶

▲太鼓

▲切り絵

■社会教育関係団体のご紹介
◆春日市あそび名人の会

『まず自分が楽しもう』をモットーに活動されている「春日市あそび
名人の会」のみなさん。現代の子どもたちに、これまで培った技能や
知識を生かした、様々な体験活動や交流活動を提供されています。
毎年夏にはふれあい文化センターで、親子でものづくりを体験できる
イベント「ふれあい体験王国」を開催。また、小学校を訪問し昔あそ
びの指導にもあたられます。これからの季節はしめなわ作り教室が開
催されます。学校を始め、色々な場所で遊び名人さんたちが待ってい
ますよ！

