悲 しいハリネズ ミが いま した。針 の先ま で悲 し

く て、 元気 の出る方法はひと つだけ。

「
ち ょ っと、 ハグ してくださ いな」

でも、 トゲ のあ る ハリネズ ミとは、 誰も ハグ し て

くれません。

悲 しいカ メが いま した。 甲羅 の模様ま で悲 しく

て、 元気 の出る方法はひと つだけ。

「ハグ をお願いできな いかな」

でも、 かた い甲羅を持 つカ メとは、 誰も ハグ し て

くれません。

そんなふたりが 出会 ったら ・・・・・・。

前 か ら読 めば ハリネズ ミ の物 語、後 ろか ら読 め

ば カ メ の物 語が 楽 しめ る遊び 心た っぷ り の絵本 で

す。

なが

ゆとり世代
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菅生こども文化センター

幼児クラブ
幼児クラブは１才～保育園・幼稚園に入る前までの未就学児と親が
集う育児サークルです。季節のイベントや室内遊び、ママたちが地
域の情報話をしながら、週 1 回のびのびゆっくり遊びませんか？
活動場所：菅生こども文化センター

い

（☎044-976-0444）
活動日時：毎週金曜日 10：30～12：00
12：00 以降お弁当を食べて帰
ってもＯＫです！

◆「成人の日」を迎えた人たちはどのようなことを

達するまでは教師が責任を持つ。そのかわり少人数制

考えて「成人」を迎えようと思っているのだろうか。

だ。そこまでの制度的見直しをせずに日本は簡単に方

会

既に選挙権の行使は 18 歳に引き下げられていて、

向転換してしまった。

※45 期(新規)活動スタートは 2019 年 4

日本国民としての意思表示は成人と同一ではない。

◆教育の成果は一朝一夕に現れるものではない。教師

月 19 日からです!!

堂々と酒が飲めるようになり、喫煙しても咎められ

力が問われ、その教師力を保障する制度設計があって

なくなる日が成人の日なのだろうか。あるいは、晴

こそ子どもたちに豊かな教育を保障することができ

2018 年の活動例

れ着を着る日なのだろうか？

る。「ゆとり世代」がさも失敗作のように言う大人た

お誕生会、菅生緑地へ遠足、クッキング(蒸

◆彼らは「ゆとり世代」と呼ばれている。彼らが自

ちよ。そうした子どもたちを育てたのは大人たちの責

しパン・お月見白玉等)、がおがお(月 1 回

分で望んで選択したわけではない「ゆとり教育」を

任ではないのか。私は決して失敗作とは思わない。彼

こぶんのスタッフと遊ぶ会)、菅生消防署

文科省から押し付けられ、その結果「仕事よりも自

らは自分を大切にし、自分の生き方を大切にしている

見学、プール＆流しそうめん、運動会、ハ

分の時間を優先する」
「固執感がなくダメと判断すれ

のだ。だから仕事と両立させて自分の時間を大切にす

ロウィン、お芋ほり、お買い物ごっこ、ク

ばすぐ他の方法に転換する」
「職場の仲間づくりは労

る。職場の輪はもちろんだが、地域の仲間や趣味の仲

リスマス会、お餅つき・・・など

働時間内で飲み会、ましてや社内旅行などはもって

間も大切にする。そうした時間配分は自分自身で決定

のほか」という世代として括られ、さも「ゆとり教

しており、自分を大切に生きているのだ。

育」が失敗で、その教育で成長した彼らは失敗作で

◆「ゆとり世代」と一括りにしてつきあいづらいと嘆

す。ママと子どもの遊び場だったり、相談＆談話室になった

あるかのようにいわれる。

く人こそ、自分を変革させなくてはならないのではな

りとみんなで楽しんできました。

◆詰め込み教育は生活力に結びつかないと、
「ゆとり

いか。先輩面して「飲みに行くぞ」ではなく、
「先輩、

教育」が誕生したが、
「学力低下」が世界レベル(ＯＥ

今日空いています？」と言われるようになること。
「先

一緒に簡単な工作やクッキングに、自然がいっぱいのこども

ＣＤ)で大きく落ち込んだと、なぜ「ゆとり教育」が

輩の趣味は？」と聞かれた時に目一杯楽しそうに語れ

文化センターで外遊びにと、ママたちが子どもたちの「でき

学力低下を招いたかを振り返りもせずにわずか 10

るものがあること。先輩自身も仕事の効率化を図り、

たね♡」を一緒に喜んでいます。

年で文科省は撤回するに至った。世界で学力がトッ

定時で退勤し、自分の時間を自分のために目一杯楽し

プレベルのフィンランドは完全に「ゆとり教育」だ。

むこと。
「ゆとり世代」に学ぶことから「働き方改革」

フィンランドではマスターしなくてはならない最低

の道が実現しそうだ。ゆとり世代から学ぶことはたく

レベルが設定されており、そこに到達するまでにそ

さんあるのではないか。

れぞれの時間で遅くても早くても良く、レベルに到
４

費：500 円/月 他諸費用あり

菅生地域で 40 年以上続く自主サークルの幼児クラブで

この頃の幼児クラブは 1 歳半から３歳を中心にお友だちと

幼稚園や保育園の集団生活に入る前の、小さな体験をコツ
コツ重ねながら子どもとママで楽しみませんか？
たまにですが幼児クラブＯＧも参加します。様々な幼稚園、
こども園に通うママたちの情報を聞いたりできますよ～。

統括館長：針山直幸

１

市バ ス 「
菅生 三丁目」下車。徒歩 二分

犬蔵・菅生・稗原小学校、3 つのわくわくプラザ
が、2 月 16 日(土)、菅生こども文化センターに集ま
り「なかまだひろば」を開催します。新一年生にな
るお友だちは学校に行くのを指折り数えながら、ち
ょっぴり緊張もして待ちわびていることでしょう。
わくわくプラザで放課後を過ごしているお友だち
も、新しい 1 年生が来るのを心待ちにしています。
それぞれのわくわくプラザではあらためて体験入室
期間を設定しますが、「なかまだひろば」でもプチ

には、わくわくプラザの活動紹介を展示するコーナ

体験をしてはいかがでしょう。

ーも設置しています。申込みは不用。当日菅生こど

わくわくプラザでの遊びの体験と、保護者の皆様

も文化センターにお越しください。

◆正職員◆（1 名）
職務内容：放課後の子どもたちの育成支援及び地域支援
勤務場所：菅生・蔵敷こども文化センターまたは犬蔵・菅生・稗原小学校わくわくプラザ
勤務時間：週５日、9：30～21：00 のうち 7 時間 30 分（ローテーションによる不定期）
応募要件：高校卒業資格を有する方。健康で子どもたちが好きで子どもたちと鬼ごっこができる体力のある方
試

験：面談及び簡単な小論文

給

与：初任給 高校卒 226,000 円 大学卒 243,000 円

☎044-977-2577
1・8・15・22 日(金) 16：00～17：00
だがし亭きらぴぃ
誰でも 10 円～(但し１日 100 円迄)

☎044-976-0444
2 日(土) 13：00～15：30
すがおこども大学（山梨県：ほうとう）
小学生 20 名 200 円 1 月 29 日〆切

2 日(土) 13：00～15：30
すがおこども大学（山梨県：ほうとう）
小学生 20 名 200 円 1 月 29 日〆切
※菅生こども文化センターで実施

5・12・19・26 日(火) 16：15～17：30
卓球クラブ
小学 4～6 年クラブ員 100 円/月
6・13・20・27 日(水) 14：30～16：30
あそべば 誰でも 無料
6 日 七輪の日

6・20・27 日(水) 15：00～16：30
ぞうさんのポケット 誰でも 無料
6 日 七輪の日
20 日 こぶんカップ争奪蔵敷サッカー大会
27 日 うにうに! スライム作り

こい

13 日 ハートをいぬけ恋みくじ
20 日 つるしびなをつくろう
27 日 しのび
7・14・21・28 日(木) 15：３0～16：30
居菓子屋「ぶん」
誰でも 10 円～(但し１日 100 円迄)

11 日(月・祝) 12：30～16：30
Kids キッチン（チョコレートコンテスト）
300 円 小学生 30 名 要申込 〆切 8 日

13(水) 15：00～16：30
おやつづくりクラブＣ＆Ｅ(ごまだんご)
3～6 年クラブ員 170 円

13 日(水) 15：30～16：30
忍者駆羅武
小学生 無料

15 日(金) 10：45～11：30
がおがおらんど（うきうきプレイランド）
幼児とその保護者 無料 当日ご参加ください

16 日(土) 13：00～15：00
なかまだひろば～わくわくあそびらんど～
犬蔵・菅生・稗原小学校の新入生と保護者
無料 当日ご参加ください
※菅生こども文化センターで実施

15 日(金) 15：00～16：30
やさしいおやつづくりクラブ(貴婦人のキス)
1・2 年クラブ員 120 円

21 日(木) 10：30～11：30
こぶんらんど
(ひなまつり～紙コップで雛人形作り～)
幼児とその保護者 無料 当日ご参加ください
※地域子育て支援センターすがおで実施

16 日(土) 13：00～15：00
なかまだひろば～わくわくあそびらんど～
犬蔵・菅生・稗原小学校の新入生と保護者
無料 当日ご参加ください

◆パートナー・サポーター◆
職務内容：放課後の子どもたちの育成支援
勤務場所：＜パートナー＞菅生または蔵敷こども文化センター
＜サポーター＞犬蔵・菅生・稗原小学校のいずれかのわくわくプラザ
勤務時間：＜パートナー＞9：30～21：00 のうち３時間程度（主として 18：00～21：00）
＜サポーター＞放課後(学校長期休みは 8：00)～18：00 のうち３～4 時間程度
応募要件：健康で子どもたちが好きで子どもたちと鬼ごっこができる体力のある方（要面談）
給

与：時給 1,025 円（有給休暇・交通費 500 を限度として支給有り）（試用期間有）

22 日(金) 17：00～19：30
もぐもぐ亭（クリームシチュー＆ピラフ）
誰でも 300 円
17：00～調理開始 18：30 開店 19 日〆切
23 日(土) 10：00～15：00
ＯＮＥぱーく（ホットケーキタワー）
２～6 年 200 円
３年生以上は定員無し 18 日〆切

お問合せ：菅生こども文化センター☎976-0444 または 蔵敷こども文化センター☎977-2577
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