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『小学生ドッジボール大会』を開催しました
平成 27 年 9 月 6 日（日）に、小学生ドッジボ－ル大会が開催されました。1 年生から 6 年生
まで、総勢 44 名の子どもたちの生き生きとしたプレ－が、たくさんありました。軟らかいボ－
ルを使って試合をしましたが、大人顔負けのボ－ルを投げる子、初めてドッジボ－ルをする子、
みんなコ－トの中を一生懸命走り回っていました。嬉しい思いや悔しい思い、転んだりしてち
ょっと痛い思い、子どもによって様々でしたが、みんなの楽しそうな姿が見られたことが何よ
りの成果でした。
最後は、当日のスタッフと応援の保護者の大人チ－ムと試合をしました。子どもの頃に夢中
になってプレ－をしたことを、思い出された方も多かったのではないでしょうか。ハッスルし
すぎて体がついていかない場面も・・・結果は子どもたちの圧勝でした。
大会終了後、子どもたちは参加賞をもらい喜んで帰っていきました。来年は、より趣向を凝
らして、さらに多くの小学生が楽しめるものを、考えていきたいと思いますので楽しみにして
いて下さい。
今回の大会に参加してくださった皆様、そして大会にご協力頂きました校長先生と教頭先生、
誠にありがとうございました。
（文化・スポ－ツ部会）

『土曜授業』が始まりました

お月さんいなくても『十五夜祭』楽しかったよ
9 月 13 日（日）校区コミュニティ主催で、第 1 回目の十五夜祭を行いま
した。当日は松原なぎさ小学校の校長、教頭先生の協力を得て、役員で準備
を整え子ども育成会の方々が、4 時から受付をしました。あいにく、中学校
の体育大会に参加の子供も多く出足は鈍りがち・・・それでも予定の 4 時
30 分に開会できました。
参加者は 2 歳の幼児から 1 人の中学生を含め 180 余名でした。
各学年ごとに集合して開会式の後、【スリッパ飛ばし】と【尻ずもう】を
入れ替わりで楽しみました。最後に各学年を 4 つのグル－プに分けてチ－ム
編成し【綱引き】をしました。同じチ－ム対抗を 2 試合。別のチ－ムと 2 試
合対戦しましたが、次第に熱がこもり 1 進 1 退の攻防戦が続きました。関係
者の皆様のお手伝いありがとうございました。閉会式の後、お団子とお菓子
のお土産をもらいニコニコ顔で解散しました。お月見には早すぎましたが、
飾り付けた毬栗・ススキの穂・萩の花が子どもたちを見送っていました。
（子ども育成部会）

平成 27 年 10 月から，姶良市全ての小・中学校で毎月第２土曜
日の授業が始まりました。土曜日に授業が行われるのは，13 年ぶ
りのことです。
土曜授業は，子どもたち一人一人の確かな学力，豊かな心，健
やかな体の調和のとれた育成をねらっています。
松原なぎさ小学校では生活科や総合的な学習の時間等にじっく
りと時間をかけて，子どもたちが達成感を味わうことができるよ
うに計画を立てているところです。その一環として，11 月には劇
団を招いて芸術鑑賞会を開催します。
10 月 10 日に初めて土曜授業を体験した子どもたちは，登校の
時は少し戸惑い気味でしたが，下校のころには「１時に○○公園
で待っているね」と，午後の過ごし方を約束していました。この
ような姿も，土曜授業の一つの効果かもしれません。
今後は，たくさんの地域の皆様に学校にお越しいただき，子ど
もたちの様子を見ていただいたり，様々なことを教えていただい
たりする機会も設けたいと思いますので，どうぞよろしくお願い
します。なお，土曜日の下校時刻は 11 時 35 分です。子どもたち
に安心・安全の声をかけていただければ幸いです。
（校長：寺薗 裕之）

『防災訓練』のご案内
総務防災部会では、下記の要項で防災訓練を実施します。今回は、松原
上自治会が主体となります。他自治会の皆様方は松原なぎさ小学校で見学
になります。当日は多くの参加をお願い申し上げます。
◆日

時：11 月 29 日（日）午前 10 時～

◆場

所：松原なぎさ小学校グランド（雨天の場合は体育館）

◆訓練内容：（1）一次・二次避難訓練【地震・津波を想定した避難訓練】

【松原なぎさ校区のキャッチフレ－ズ】を募集します
『松原なぎさ校区コミュニティたより』のキャッチフレ－ズを、地域
の皆様より募集します。募集要項は次のとおりです。
◆申し込み方法：用紙は自由とします。なお、①～⑦の項目をご記入
のうえ提出して下さい。
①自治会名 ②氏名 ③性別 ④年齢 ⑤学年
⑥キャッチフレ－ズ（文字数は 30 以内） ⑦内容説明（簡潔に）

（2）消火訓練・除細動器（AED）
（3）給水・給食班による非常食訓練
（4）防災についてのビデオ鑑賞

（総務防災部会）

◆提出期限：平成 27 年 11 月 30 日（月）必着とします。
◆提 出 先：各自治会長（公民館）もしくはコミュニティ事務局
◆審
査：広報部会で選考委員会を開催し優秀作１席を決定する。
◆副
賞：商品券もしくは図書券
（広報部会）

シリーズ

赤い羽根共同募金
（運動期間：10 月１日

地域と共に・・・

支え合うまち作りを感じた瞬間
～在宅ケアセンターさざんか園～

～福祉の現場から～

～12 月 31 日）

～

先日、県庁にて「キャラバン・メイト養成研修」を受講に行った時の事です。
まず、この研修の説明を少しだけ・・認知症になっても安心なまちづくりを目指して、そ
の一翼を担う人材が「キャラバン・メイト」です。コミュニティ協議会で取り組んでいる「徘
徊模擬訓練」の中でもその役割を担っています。オレンジ色のリングを持っている方も多い
のでは？リングを持っている方は「認知症サポーター」、そういう方を育成していくのが「キ
ャラバン・メイト」ということになります・・
そこで、ある参加者に「姶良の方ですよね？」と声をかけられドキッ！？どこかで会って
いる？！あそこで？いや、もしかしてあの時？！など、いろいろなシーンが脳裏を駆け巡る
中、その方はすぐに「徘徊模擬訓練の凄いところ！。私もあのまちに住みたいと思いました！」
と。変な汗をふきつつ、私のドキッ！は嬉しいドギドキになっていました。
その方がどれくらいこの地域の事を知っているのか（？）でしたが、住民が支え合いなが
らがんばっていることは感じてくれているのだなーと。
そして、もう一つうれしいことが。県の認知症施策の報告で、松原なぎさコミュニティ協
議会の「徘徊模擬訓練」が紹介されました。
「徘徊模擬訓練」今やあちこちで行われています
が、どうして私たちの地域が・・・？それは、地域が主催し「住民主体の地域作り」を進め
ていることが県でも珍しく、先駆的な取り組みということなのです。
すごいことだと思いませんか？

地域の高齢者の「孤独死」をきっかけに
「高齢者を地域で見守り支え続けるこ
と」を目標に、住民主体での地域づくり
地ちい移動域地地域 7 いちい域
を進めている。
・・という紹介がありましたよ。！！

私もさざんか園として、地域のいろいろな行事に参加させていただいていますが、今ある
取り組みは、日々の行動と話し合い（時々飲ん方）の積み重ねだと、日焼けしたみなさんを
見ていて感じています。
ともに活動をしている時にはあまり意識をしていない、この地域の団結力と優しさを、外
から見て「やっぱりいいところだな～」と再確認できた一日でした。
さざんか園：塩浦由紀子

（健康福祉部会）

松原なぎさ小のみんなも地
域を支える一員として、勉
強をしてます。
たのもしいー‼

たのもしい～！！
（さざんか園：塩浦由紀子）

みなさまのご協力を
よろしくお願いします。
（健康福祉部会）

【校区グラウンドゴルフ大会】参加チ－ム
◆開催日・・・11 月 7 日（土）8：30 受付
※ 雨天の場合は 11 月 8 日
◆場 所・・・松原なぎさ小学校グランド
①姶松会Ａ ②塩釜同好会Ａ ③松葉会Ａ
④あさひ同好会Ａ ⑤ＪＲ七ツ星 ⑥姶松会Ｂ
⑦友有クラブＡ ⑧松友会Ａ ⑨松原下Ａ
⑩姶松会Ｄ ⑪松原上Ａ ⑫松原上Ｂ
⑬松原下Ｂ ⑭松葉会Ｂ ⑮友有クラブＢ
⑯松原下Ｃ ⑰あさひ同好会Ｂ ⑱松原下Ｄ
⑲姶松会Ｃ ⑳塩釜同好会Ｂ ㉑姶松会Ｅ
㉒松友会Ｂ
（文化・スポ－ツ部会）

『役員親睦グラウンドゴルフ大会』開催
◆日

時・・・11 月 22 日（日）集合 8：30
開始 9：00

◆場
所・・・中洲公園
◆参加者予定・・・58 名
（文化・スポ－ツ部会）

『いも掘り収穫祭』のお知らせ
◆日時：11 月８日（日）午前 9 時～
◆場所：姶良市松原町のさつまいも畑（現地集
合）
◆5 月 23 日に植え付けをしたさつまいもが、収
穫の季節を迎えました。大きなさつまいもが育
っているようです。当日はさつまいもの収穫後、
松原上公民館でさつまいも料理【いもプリン・
からいも餅・いもクッキ－等】が楽しめます。
◆いもを植えていない人も、１週間前までに申
し込んで頂ければ当日受付可能です。なお、当
日は運動靴・タオル・軍手など動きやすい服装
でお願いします。たくさんの方のご参加をお待
ちしています。
◆参加費としてお１人 500 円（弁当代）お願い
します。
◆連絡先 橋口 芳仁 携帯 090-3326-9536
（まちづくり・環境部会）

編集後記：4 月 26 に実施しました「徘徊模擬訓練」の意見交換より、住み慣れた地域で生活を続ける
ために地域の取り組みとして ①相談できる場所 ②情報の共有・提供等々の意見があり、コミュニ
ティではこれらをふまえ、地域内のさざんか園・リハケアウィング・あいあい訪問介護の事業所の協
力を得て、地域を支える「福祉」を考えると題し、本誌でテ－マを掲げ視点を変えながら、皆様にお
知らせしていきます。なお、皆様からの情報提供もお願いします。

（広報部会）

