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１．メディアリセットチャレンジとは？ 

  幼児、小学生、中学生が、電子メディア(ス

マホ、ネット、電子ゲーム)の利用を一定

期間(４日程度)やめ、夜は早く寝て、電

子メディアから離れた生活をすること

で、その効果を実感してもらう取組です。 

２．目的 

 ・電子メディアとの付き合い方を見直すき

っかけとします。 

 ・ネット利用を含めた望ましい生活習慣の

定着を目指します。 

 ・お子さんの自己コントロールの力を育て

ます。 

３．やり方 

中学校の試験期間に合わせて、園児、小学

生、中学生が、一斉に以下のことについて

取り組みます。 

①期間中、スマホ・ネット・電子ゲームは使

用禁止。(スマホは、通話のみ可) 

②夕食開始時から、テレビも含め子どもに関

わるすべての電子メディア機器を OFFに。 

③乳幼児は２０時、小学生は２１時を目標に

就寝。中学生は就寝時間も含めた目標を立

て、早めに就寝。 

７月１５日(日) 
１日限定の「メディアリセットチャレンジ大会」を開催します。 

多くのご家庭の参加をお待ちしております。 

 

５月に行われた３歳児健診に合わせて「子育てミニ講座」を開催しました。「子育てミニ講座」は、お

もちゃや手遊びなどの楽しい遊びをとおして親子のふれあいを深めながら、乳幼児期からのスマートフ

ォンやテレビ、ゲームなど電子メディアとの接触を減らしていくことを目的に実施しています。健診に

訪れた子どもたちは、担当の保健師が「いつもより、健診が嫌で泣いてしまう子が少なかった！」と言

うほど、たくさん並べられたおもちゃを使って、お母さんと一緒に夢中になって遊んでいました。講師

の菊地さんは「電子メディアは、幼い子どもたちには刺激が強すぎるようです。良質なおもちゃを使っ

て遊ぶことで、人とのコミュニケ―ションや創意工夫の力が育ちます。」と話していました。次回は 9月

12日の健診に合わせて実施予定です。おもちゃの紹介のほか、 

菊地さんと直接お話することができますので、ぜひお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【講師紹介】mother’s space ミーナ  菊地 三奈 さん 
東京で保育士として勤めたあと、その経験を生かし

札幌で託児付きヨガ教室や自宅サロンの運営を行う

ほか、「おもちゃコンサルタント」「木育マイスター」

として、乳児から大人まで楽しめる体験型イベント

「木育・おもちゃの広場」、子育て中の母親を対象に

「HAPPY マーケット」などを開催しています。 

また、専門学校で講師を勤め、未来の保育士たちに保育やおもちゃの

素晴らしさを伝えるなど、その活躍は多岐に渡ります。 
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運動不足と思っているのに、始める一歩を踏み出せずにいる方はいませんか。週１回の運動でも十

分その効果はあると言われています。健康で楽しい生活を送るために、町内のスポーツ施設を有効利

用しましょう。 

 本町のスポーツ施設を紹介します。 

①厚真町スポーツセンター 

 いろいろなスポーツが楽しめる施設です。 

バレーボール２面・バスケットボール２面・バ

ドミントン６面・卓球１２面・テニス２面・その

他の室内競技に使用できます。 

②あつまスタードーム 

 天候に左右されない全天候型多目的土間体育

館(アリーナ部分は砂入り人工芝)です。 

（１）アリーナ（テニス３面・ゲートボール４   

   面・フットサルなど） 

（２）トレーニング室（ランニングマシン４台・ 

バイク５台・その他） 

（３）剣道場・弓道場 

③パークゴルフ場（３カ所） 

 それぞれに特徴があるコースです。 

（１）新町町民広場パークゴルフ場（３６Ｈ） 

（２）上厚真パークゴルフ場（１８Ｈ） 

（３）本郷いこいの森パークゴルフ場（１２Ｈ） 

④かしわ公園野球場 

 両翼９０ｍ・センター１１０ｍ。夜間照明設備

付きの野球場です。 

⑤かしわ公園テニスコート 

 全天候型のコートが４面あるテニスコートで

す。 

 

利用に関しての詳しいお問い合わせは、スポー

ツセンター(℡２７－３７７５)までお願いしま

す。 

 

 

 

 
 

↑厚真町スポーツセンター・スタードーム 

←新町町民広場 

パークゴルフ場 

上厚真 

パークゴルフ場→ 

←本郷いこいの森 

パークゴルフ場 

厚真中学校では、生徒会で行っているボランティア活動に一緒に参加いただける地域の方を

募集しています。 

「厚真町クリーン大作戦」(ごみ拾い) 

日 時  ７月２３日(月) ７：３０～８：３０  

集合場所  厚真中学校 

「交通安全運動」(呼びかけ) 

日 時  ７月２４日(火) １６：００～１７：００ 

集合場所  こぶしの湯あつま下スペース 

※どちらも、雨天の場合は翌日に延期します。 

参加いただける方は下記へご連絡ください。 

☆厚真中学校（遠藤・白幡）   ☎２７－２４３９ 

☆厚真町教育委員会（小田島） ☎２７－２４９５ 
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今年も次のとおり、一般の方に厚真中央小

学校と上厚真小学校のプールを開放します。 

お気軽にご利用ください。 

期 間 ７月１７日【火】～９月７日【金】 

ただし、８月１３日【月】～１５日【水】       

は学校閉庁日のため閉鎖します。 

時 間 平 日       １４時～１７時 

     土日祝日夏休み １０時～１７時 

      （１２時から１３時まで昼休み） 

問合せ 教育委員会学校教育グループ 

      ☎ 27-2494 

５月３１日に開催された定例教育委員会の会議

内容についてお知らせします。 

◆報告事項 

・平成３０年度中学生海外派遣研修事業応募者

について・厚真町英語教育推進委員会について・

厚真町小中一貫教育推進委員会について・厚真

町いじめ問題対策連絡協議会について・厚真町

通学路安全推進会議について・野球教室開始に

ついて・戦争遺跡ツアーについて（ほか４件） 

◆議案 

・厚真町いじめ防止基本方針の一部改正につい

て、 

・文化財（アイヌの丸木舟）の指定について 

◆その他 

北海道市町村教育委員研修会の開催について

（１件） 

★問合せ 

教育委員会学校教育グループ ☎ 27-2494 

 

５月定例教育委員会 

 

 

 

 今年は私たちが住む北の大地が「北海道」と呼ばれて 150 年を迎えます。その名付け親の松浦武四郎の石碑

が富里地区に建立されており、厚真町の記念物としてその歴史を伝え続けています。 

 この記念すべきイベントで、先住民族アイヌの方々の歴史や文化、武四郎との交流を見つけてみましょう。数多く

の皆様のご参加をお待ちしております。 

 詳しくは広報あつま６月号か町内各所に掲示したポスターをご覧ください。 

 

 

 

 

 

北海道 150年記念事業 松浦武四郎の安都摩日誌 
胆振・日高管内最大の武四郎イベント！ あ   つ   ま 

 

 

 

 

 

総合福祉センター １階大集会室 

 

武四郎パネル展 
 

７月４日～７月９日 

 記念講演会 
 

７月２日～７月 27日 

 

 

７月７日（土）13時～16時 30分 

三重県松浦武四郎記念館名誉館長高瀬秀雄さんほか２名  

160年前の料理試食会 

北海道犬厚真虎毛もお出迎え！ 

７月８日（日）９時～17時 定員 40名（申込先：軽舞事務所 ☎2８－2733） 

バスツアー＆ウォーキング 
（） 

 

厚真町での武四郎の足跡を辿
たど

る 

鹿肉･ﾆﾘﾝｿｳなどのオハウ(汁物)と武四郎絶賛のアワ団子 

武四郎も賞賛した厚真犬！ 豊沢 門脇さんの虎夏号！ 

安都摩探検すごろく 

松浦武四郎の生涯 

青少年室センター１階 図書室 

 特別期間限定 図書室全体で体感大すごろく！ 
子どもから大人まで楽しく厚真のアイヌ語地名などに 
ふれてみませんか？ 参加記念品をプレゼント！ 

武四郎の日誌に見える 
160年前の安都摩 

床地図『蝦夷山川地理取調図』 
床地図 武四郎のルートマップ 



 

 

 

４ 

 

 

青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

 
 
 
 
と き ７月３１日(火) 

    １９時３０分 

～２１時３０分 

※天候不良の場合は、プラ

ネタリウムでの星空解説

を行います。 

ところ 青少年センター天文台 

    ※夜間開催のため、小・中

学生の参加は、保護者の

同伴もしくは送迎が必要

です。 

 

 
 
 
 

○投影日時 

 ・毎週火曜日 １５時３０分～ 

 ・毎週土曜日 １３時３０分～ 

 

○投影内容 

 １ 夏の星座解説 

 ２ 七夕ものがたり 

 

※グループ、団体などでご利用を

希望の際は、事前にお問い合わせ

ください。 

と き ７月２６日（木） 

～８月１９日（日） 

    ９時～１７時 

    （火・木は１９時まで） 

ところ 青少年センター 

２階ホール・ギャラリー 

 

７月の図書室 イベントのお知らせ 

北海道 150年記念事業 

「松浦武四郎と安都摩日誌」関連資料展示 

期間：7月 2日（月）～27日（金） 

場所：青少年センター図書室 1階 

 

 

松浦武四郎は幕末の頃、蝦夷地を調査し地形や気

候、アイヌの人々がどのような暮らしをしていたか、詳細な報

告書を書き残しました。そのうちの 1 冊が「安都摩日誌」で

す。浜厚真から鵡川方面へ3日間かけて調査しました。この

内容については、7月 4日から 8日にかけて厚真町で開催さ

れる「松浦武四郎の安都摩日誌」展で紹介されます。 

図書室では、武四郎さんの人柄や人物像がわかる図

書、北海道立図書館から貸出されたパネルなどを展示しま

す。 

あなたも武四郎さんになれる！？ 

「武四郎さんの安都摩探検すごろく」 

期間：7月 2日（月）～27日（金） 

場所：青少年センター図書室 1階 

「安都摩日誌」を参考に、160 年前の厚真が体感でき

るようなすごろくを展示します。マス目には指示があるの

で、頑張ってクリアしよう。 

読書感想文コンクール課題図書 展示中 

課題図書にピンと来なければ、自分で好きな本を選

んでも大丈夫ですよ。夏休みに 1 冊じっくりと読みこん

で、作文を書きあげてみませんか。作文の提出先は学

校です。 

お問い合わせ先：教育委員会社会教育グループ 

☎２７－２４９５ 

 

 

 

(複製画) 
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実用書 

 

 

 
■7月の休館日 

16日（月） 海の日 

 

青少年センター図書室開館時間 

 午前９時から午後５時（月・水・金・土・日） 

 午前９時から午後７時（火・木） 

 

■厚南会館図書室 

 午前 9時から午後 5時（月～日） 

※毎月５日・20日が土日・祝日の場合は 

休館となります。 

 

絵 本 
 

 

一般書 児童書 

 

■7月の移動図書 

・上厚真小学校  

 6、13、20日【金】 10：10-10：25 

・ともいき荘   

20日【金】 午後 2時 00分～2時 30分 

 

■絵本の読み聞かせ会 おはなしのびっ子 

 日時：26日【木】 午前 10時～ 

 場所：子育て支援センター 

！ 場所と時間がかわります ！ 

 守備につくとき、何を考えているかな？打席に

入る時にはどう？この本は、ボールの捕り方や打

ち方も書いてあるけど、次の事を考えながらプレ

イすることも大事だよって教えてくれるよ。秋山

選手と菅野選手の勝負飯ものっているから、みん

なも試合前にはおにぎり食べよう！ 

・蕎麦、食べていけ！  江上 剛/著 

・私の本の空白は    近藤 史恵/著 

・無暁の鈴       西條 奈加/著 

・体育館の日曜日 ペットショップへいくまえに  

村上しいこ/文 

・竜神王子 12巻 宮下 恵茉/作 

・怪盗レッド 14巻 秋木 真/作 

・おばけのパンこうじょう オームラトモコ/作 

・どすこいすしずもう   アンマサコ/作 

・そらからふるものなんだっけ 岩田明子/文 

・せかいかえるかいぎ   近藤薫美子/作 

・極上の孤独        下重 暁子/著 

・これだけ！ゴルフを楽しく始める本 

・どんどん虫が見つかる本  鈴木 海花/著 

 悪い人かもしれないけれど、そうでもないかも

しれない。定年後というだけで、騙しやすい人間

と思われているのかもしれない。気づかないうち

に、ターゲットにされているかもしれない。悪人

になり切れないのは今の若い人気質なのかなと、

もやもやしていく小説です。 

お庭にバラを植えてみませんか？今でも 100株

のバラを育てているマダム髙木が、バラ栽培のコツ

を教えてくれます。本書の良いと思ったところは、

一般的な園芸指南書ではなく、年齢にあった園芸指

南書であるところです。バラ栽培の基礎はしっかり

おさえて、ご自身の体力に合ったバラの一株を探し

てみましょう。 

『 マンガでよくわかる少年野球 

守備編・攻撃編 』 

『 オニのきもだめし 』 

       岡田よしたか／作 

『 シニアのためのバラ栽培  

   マダム髙木の 15の知恵 』 

髙木 絢子著 

『 その話は今日は 

やめておきましょう 』 

井上 荒野/著 

新着図書紹介 
ここで紹介した以外にも新着図

書がありますので、ぜひ図書室

までお越しください。 

オニだってこわいものはこわい！暗い夜の帰

り道、いつの間にかきもだめしコースにはいり

こんでしまって、いろいろなようかいたちに出

会います。岡田さん絵本の魅力、大阪弁は健在

なので、声に出して読んでみてくださいね。 
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アイスシャーベット作り中！！ 

 先日、各小学校で行われた運動会を見に行ってきました。勝っても負けても、一生懸命頑張る子どもた

ちの姿は見ていてとても清々しいものですね。運動会に田舎祭りと大きな行事が続き、子どもたちにとっ

ても楽しみがたくさんの 6 月。1 年生もすっかり活動に慣れ、にぎやかな声が響く初夏の放課後教室です。 

 5 月後半の放課後子ども教室の活動は、毎年恒例となっている春の山菜・ヨモギを使ったおやつ作りの

プログラムを行いました。低学年はヨモギ団子を、高学年は天ぷらを作り、旬の味を楽しみました。たく

さん作ったお団子も天ぷらも、あっという間に完売。「おかわり！」という声が続出するほどの大人気でし

た。 

6 月に入って天気が良い日も続き、外で遊ぶことが増えています。活動プログラムでもケイドロという

オニごっこや缶けり、大きなシャボン玉を作るというミニ実験など数々の屋外遊びを楽しみました。ケイ

ドロと缶けりでは、オニに見つからないよう隠れながら、仲間を助けるチャンスを狙います。逃げる側は

友だち同士で上着や帽子などを交換してカモフラージュをしてみたり、追う側はお互いに協力して挟みう

ちにしたりと、両者、工夫を凝らした攻防戦が繰り広げられました。ゲームの展開によって、色々な方法

を試しながら新しいルールを子どもたちと一緒に考える時間もとても面白かったです。大きなシャボン玉

を作るミニ実験では、身近にある素材を使ってシャボンの強度を高めたシャボン液を作り、割れにくい大

きなシャボン玉を作ることに挑戦しました。泡立てないようによく混ぜるという難しいミッションに苦戦

する場面もありましたが、大きなシャボン玉が空高く上っていく様子に子どもたちも大興奮。手を泡だら

けにしながら、夢中になって遊んでいる姿がとても印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 月 3 日（日）に今年度最初の放課後特別教室【あつまっ子ふる 

さと体験教室】を開催しました。子どもたちが農作業体験をとおし 

て厚真の基幹産業である農業や生産者と直接つながるプログラムと 

して、今年で 6 年目の活動となりました。今年度も田植え体験から 

スタート。この活動に快くご協力をいただいている堀田昌意さんの 

圃（ほ）場をお借りし、堀田さんの指導のもと、みんなで田んぼの 

中に入りました。ひんやりとした泥の感覚に、子どもたちは大騒ぎ 

でしたが、その表情はとても楽しそうです。初めての子も経験者も、 

子どもも大人も一緒になって田植えを楽しみました。 

田んぼですくすくと育つ稲のように、子どもたちにも厚真という土 

壌からたっぷり栄養を吸い上げて、たくましく育ってもらいたい、 

と小さな苗を見ながら思いました。ご協力いただいた皆様に改めて 

お礼を申し上げます。ありがとうございました。 圃
ほ

場を貸していただいた堀田さんの指

導のもと、田植え体験スタート☆ 


