平成３０年１２月発行

防府市教育委員会教育部 生涯学習課 生涯学習相談コーナー

２０１９年５月１日から新しい元号になります。そこで、今回の学ぼうやコンテストは、「学ぼうや」
や「学ぼうや家族」を入れて、新しい時代に向けて「これからチャレンジしたいこと、頑張りたいこと、
ジャンプアップしたいこと」を描いたイラストを募集します。みなさんのご応募をお待ちしています！
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募集内容
「学ぼうや」や「学ぼうや家族」を入れて、
「これ
からチャレンジしたいこと」を描いて応募してく
ださい。

応募方法
作品の裏面にタイトル、住所、氏名、電話番号、学
校名・学年を書いて、郵送または直接、提出してくだ

※ 種類は、イラスト（クレヨン、色鉛筆、水彩など
何でも可）
※ 大きさは、ハガキサイズです。
(ハガキまたはハガキと同じ大きさの画用紙・
紙の色は問いません。)
※ 応募は一人１点までで、自作、未発表のものに
限ります。
※ 作品の著作権は主催者に帰属するものとし、作品
の返却はいたしません。

さい。学校でまとめて提出する場合は応募票を作品の
下部に貼り付けて、担任の先生に渡してください。

その他
応募された全作品は、３月１０日(日)の生涯学習フ
ェスティバル会場(ルルサス防府・アスピラート)にて
展示します。優秀作品の選出は、生涯学習フェスティ
バル来場者による投票で決定します。

応募締切：平成３１年１月１８日（金）必着
防府市生涯学習フェスティバル実行委員会

(事務局)防府市教育委員会生涯学習課生涯学習係

〒747-0026 防府市緑町一丁目 9 番 2 号 防府市文化福祉会館内 （TEL:23-3015

FAX:38-8131）

わくわく夢の響演コンサート
✿和の世界からお菓子の世界まで✿

オープニング街角コンサート

場

✿出張！コンサート✿
所：牟礼公民館ほか、市内各所

１０：００～

牟礼公民館
弦楽五重奏

１１：００～

所：アスピラート ３階音楽ホール

時 間：１３：３０開場 １４：００開演
入場料：一般 ２，５００円(指定席)、２，０００円(自
由席)、高校生以下 ５００円(自由席)
※３歳未満は入場できません
(当日各５００円高、財団会員各５００円引)

開催日：1 月１１日(金)
場

開催日：１月１３日(日)

入場無料

英雲荘

ファイナルコンサート

箏＆ヴァイオリン
１２：００～

防府市役所 議会棟議場
尺八＆ヴァイオリン

１３：００～

サンライフ防府
ソプラノ＆バリトン

１４：００～

桑陽病院
天神ピア

場

所：アスピラート ３階音楽ホール

時

間：１３：３０開場 １４：００開演

由席）、高校生以下 ５００円（自由席）
※未就学児は入場できません

尺八＆ヴァイオリン
１６：００～

開催日：１月１４日(月・祝)

入場料：一般 ３，０００円（指定席）、２，５００円（自

箏＆ヴァイオリン
１５：００～

✿祝！制作３０周年合唱組曲「佐波川」✿

(当日各５００円高、財団会員各５００円引)

アスピラート市民スペース
金管五重奏

問合せ先
アスピラート＊防府市戒町１－１－２８
ＴＥＬ＊０８３５－２６－５１５１
※各教室は事前予約制で
開催日の１ヶ月前から申込み受付開始です。
※参加費の他に観覧料が必要です。
※小学２年生以下は保護者同伴です。

１/１３（日） 『ふるえる！ゆれる！振動の科学』午後１時～３時/対象：小学３年生～一般/定員：２０人/参加費：３００円
１/２０（日） 『宙返りする紙飛行機を作ろう』午後１時～３時/対象：小学３年生～一般/定員：２０人/参加費：３００円
１/２７（日） 『電磁石で動く水飲み鳥』午後１時～３時/対象：小学３年生～一般/定員：２０人/参加費：３００円
２/３ （日） 『アラゴの円盤で回れ金属のコマ』午後１時～３時/対象：小学４年生～中学３年生/定員：２０人/参加費：３００円
２/１０（日） 『カラフルラーメンタイマーを作ろう』午後１時～３時/対象：小学３年生～一般/定員：２０人/参加費：３００円
２/１７（日） 『ホバークラフトを作ろう』午後１時～３時/対象：小学３年生～一般/定員：２０人/参加費：３００円
２/２３（土） 『冬の星座をみよう』午後６時３０分～９時/対象：小学生～一般/定員：５０人/参加費：無料
※中学生以下は保護者もお申し込みください。

※雨天の場合は、屋内で解説のみ行います。

２/２４（日） 『ワイヤレス給電ＬＥＤランプを作ろう』午後１時～３時/対象：小学３年生～一般/定員：２０人/参加費：３００円
３/３ （日） 『明るさで音が変わる電子回路』午後１時～３時/対象：小学３年生～一般/定員：２０人/参加費：３００円
３/１０（日） 『作って遊ぼう！静電気実験』午後１時～３時/対象：小学３年生～一般/定員：２０人/参加費：３００円
３/２１

『電池エネルギー体験教室』午後１時～３時/対象：小学生/定員：３５人/参加費：無料

（木・祝）
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ソラール＊防府市寿町６－４１

ＴＥＬ＊０８３５－２６－５０５０

移動図書館車のイベント出張紹介！
移動図書館「わっしょい文庫」は地域のさまざまなイベントに出張し、図書の貸出や読書相談を行っています。
イベントに参加された方の利用が多数あり、これまで移動図書館車の存在を知らなかった、利用したことがなかっ
たという方にも、活動内容を知っていただく良い機会となっています。平成３０年度に出張したイベントは下記の
とおりです。今後も多くのイベントに参加予定です。移動図書館車を見かけた際は、ぜひお立ち寄りください！

日時

▲二輪のサクラ祭

イベント名

場所

４月１日（日）

二輪のサクラ祭

佐波神社

７月２２日（日）

みんな集まれ！

イオンタウン防府

はたらく車展

▲みんな集まれ！はたらく車展

９月２９日（土）

防府市緑化祭

ＪＲ防府駅てんじんぐ
ち多目的広場

▲大道まつり

【

対 象

１１月４日（日）

西浦まつり

ＪＡふれあい西浦支所

１１月１１日（日）

大道まつり

大道小学校

▲西浦まつり

】小学２～６年生（新学年）１０名

【 と こ ろ 】防府市文化福祉会館
【 受 講 料 】２,５００円（月額）
【

期 間

】平成３１年４月～2020 年３月（１年間）毎週土曜日１３：３０～

【その他経費】ユネスコ会費（要入会）親子で年間３,５００円
【申込み方法】往復はがきに、講座名、住所、氏名（ふりがな）、電話番号
（児童は学校名・新年度の学年・保護者名）を明記して下記まで
【申込み締切】3 月２０日（水）必着
【 問 合 せ 】防府ユネスコ協会事務局（TEL：26-6851）（※月・木曜日 10:00～15:00）
〒747-0026 防府市緑町 1 丁目 9-2 防府市文化福祉会館 1 階 11 号室

生活習慣
みんなの
約束だよ！

冬休みに、おうちでの生活について

☆

早寝早起きをし、規則正しい生活をしていますか？

☆

朝食をとっていますか？

読書と運動

家族といっしょに考えてみましょう。

☆

読書をする習慣が身についていますか？

こんなことできていますか？

☆

外遊びや運動などで体を動かしていますか？

仲良く元気
☆

家族や友達にあいさつが元気にできていますか？

☆

家族で決めたお手伝いをしていますか？

１２月９日（日）にわくわく学び塾「くわのやま
わくわくアドベンチャー」が桑山中学校と桑山で
開催され、市内の小学３年生～６年生１８名が参加しまし
た。今回のアドベンチャーでは、
『ほうふ幸せます人材バンク「指導者バンク」
』に団体登録している『防
府チャレンジ部隊「Let's challenge！」
』の大学生や社会人のお兄さんお姉さん、ボランティアに応募
した桑山中の３人の生徒たちと一緒に、楽しく活動することができました。
初めて会ったお友達に、少し緊張している子ども達の心をほぐすアイスブレイクをしました。その後、
一日一緒に冒険することになる４つのグループに分かれて、簡単な自己紹介をして、今日の目標を決め
ました。今年の冒険の始めは、おにぎり作りです。自分のにぎったおにぎりを持ってくわのやまアドベ
ンチャーへ出発！！子ども達は寒さにも負けず、元気いっぱいにグループで協力しながら、チャレンジ
カードに書かれているミッションをクリアしていきました。
最後のネイチャークラフトでは山で拾った木の枝や、絵を描いたどんぐりなどで飾りつけをし、自分
だけの写真たてを作りました。最初は緊張していた子どもも、違う学校、違う学年のお友達と仲良くな
りとても楽しい、思い出深い時間を過ごすことができました。

▲アイスブレイク
▲おにぎり作り

▲グループでの目標を決めてます

▲素敵な写真たてができました

▲エンドロールで思い出を振り返り
▲桑山でミッションに挑戦！

ました！

「家庭の日」には、家族でこんなことをしてみましょう！
○ 家族の会話の時間をもちましょう。
第３日曜日は
○ 家族で家事などの役割を分担しましょう。
「家庭の日」
○ 家族で一緒に食事や読書をしましょう。
今年度の「家庭の日」は、１月２０日、２月１７日、３月１7 日です。
今年もあともうちょっとですね。来年は元号も変わります。新たな決意は考えていますか？
体調管理に気をつけて楽しい冬休みを過ごしましょう。
発行◆防府市教育委員会教育部 生涯学習課 生涯学習相談コーナー
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