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日

︑
コミット

まちかどギ ャラリー
﹁ 夏休み作品展﹂

〜

小 学 生 が夏 休み に作った工 作

プラネット

９ 月１日

（金）

などの作品 を展示します︒

日時

生涯 教育 課社 会教 育 グル
緯２５ 室２００ ５

場所

ープ

詳細

清里町文化 賞・スポー
ツ賞受賞者 候補の推薦
を受け付け ます

町の文 化の進 展に貢 献した方︑

清里 町教 育委 員会

さん ろ く
編集 生涯教育課 TEL25‑2005 FAX 22‑4020

kyplanet@town.kiyosato.hokkaido.jp

あなたの健康づくりに

フロアーカーリング
〜新得町生まれのニュースポーツ〜
１９９３年に新得町で考案された軽スポーツを紹介します。この競技はカーリン
グの楽しさを誰でも手軽に出来るスポーツとして開発されました。カーリングのス
トーンにあたるフロッカーには、キャスターをつけて屋内で競技できるよう工夫さ
れています。
自治会や団体などで利用される時は、ルール等の説
明に伺いますのでご連絡ください。

一生 に一度 の︑思い 出に残 る

成人式 を町民 みんなで 創り上 げ

詳 細と申 込先

生涯 教育 課社 会 教育 グルー プ

年 ４月２ 日〜平成 元年４ 月

・今 年度成 人対象者 ︵昭和

１ 日生ま れの方︶

・す でに成 人を迎え た方で ︑

成 人式の 企画運営 に携わ っ

式典後 に行うア トラク シ

て いただ ける方

内容

てみま せんか ︒
対象

（月）

緯２５︱ ２００ ５

成人式実行委員を 募集
します

平成 年 １月５ 日 に開 催す
る 成人式の 式典後 のアトラ クシ

ョ ンの企画 運営を 行う﹁成 人式

実 行委員﹂ を募集 します︒

21

スポーツで 優 秀 な成 績 を 収め た

（金）

方︑また︑スポーツの振 興に著し

く貢献した個 人や団 体に対して︑

各賞を授 与します ︒

を収めた個人 や団体に関して

推薦書提 出期限 ９月 日
※ただし︑スポーツで優秀 な成績

は随 時受け付 けます︒

26

（月）
97
12

生涯学習情報コーナー

63

フロアーカーリングの特徴
○非常に覚えやすいルール
○氷上のカーリング同様に作戦を立てゲームメイク
すると一層面白みがある
○主に腕を使うが、フロッカーを押し出すなど適度な全身運動
○準備が簡単（バドミントンコートの縦半分を使用）
○子どもから高齢者までが一緒にゲームを楽しめる
○季節や天候に左右されない

ゲームの概要

９月
日

（金 ）

ョンの 企画か ら実施ま で

申込期日

詳細と申 込先
生涯教 育課社 会教育グ ループ

緯２５ ︱２０ ０５

マナーを守 って公共施
設をご利用 ください

最近︑モトエカ広場で犬の糞を

26

処 理しない利用 者 が見受 けら れ

ます︒

ま た︑
コンビニエンスストアで買っ
た弁 当 などの空容 器 などを ︑袋

ごと プラ ネットの駐 車 場 に放 置

す るなどの︑不 法投 棄 が目立 ち

公 共施 設は︑幼児 から高齢 者

ます︒

まで多 くの方 が利 用 する 施設で

すので︑利 用はマナ ーを守って使

うようお願いします︒

３ｍ×１０ｍくらいのコート
（バドミントンコートの縦半分）
で、１人対１人・２人対２人・
３人対３人・４人対４人でプレ
ーします。
まず、ターゲットストーンを
送球し、各チームフロッカース
トーンを１個ずつ送球します。以降、ターゲットから遠いストーンのチームが、相
手チームのストーンよりもターゲットに近くなるまで送球を続けます。両チームが
すべてのストーンを送球し、そのセットは終了します。
ターゲットに最も近いストーンのチームに得点が与えられますが、相手チームの
ターゲットに最も近いストーンより内側にある自チームのストーンの個数が得点に
なります。ゲームの勝敗は３セットマッチでの得点を競う方法と、９点先取したチ
ームの勝ちとなる方法です。
なお、オンラインは、すべてセーフになります。

用具の貸出
清里トレーニングセンターに、２セットあります。
ご利用の際は、生涯教育課社会教育グループに借用申請書をお出しください。

詳細と申込先

生涯教育課社会教育グループ

? ２５―２００５
２００８．９

広報きよさと
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＜

＞

○滞在期間

○訪問団メンバー

児 童書

＞

＜

＞

い﹂
高山

ＢＯＯＫＳ

理 論社

帰って から一 人で練習 するカ ボ

張り切 ってい ます︒で も︑ど う

からみ んな︑ ピアニカ の練習 を

各 界の第一 人者七 人との異 色の
対 談集︒

人 間は機械 ではな い︒矛盾 やら
不 連続性な どがあ るから面 白い

もう すぐ初 めての発 表会︒ だ

栄子 ／作

﹁ カボ ち ゃ ん のは っ ぴ ょ う か

歓迎パーティーのご案内
しても 上手に 演奏でき ず︑家 に

９月３０日（火）〜１０月７日（火）

の だ︒﹁子 ども力﹂ をはぐ くむ︑
た くさんの ヒント を収録し た︑

河合 隼 雄／著
光村図書 出版

﹁子ども 力がいっぱ い﹂

対談集

図書館今月の本 棚

【大人】メアリー ラフランツ（団長）、ビリー ホウクス、ピー
ター アラン、グロリア アラン、ローナ ウィルソン、ジ
ョーン デェイミアン、ルイーズ ウィロビー
【学生】キャサリン スミス、アシュリー ベルク、クリスタル ロ
ーレンス、アシュリー ブレイスウェイト、ミケィラ デ
ィクソン、フィン マックリントック、ニコラス ホウク
ス、ジェイミー コステロー
＜

へ飛ぶ︒ そこで 目にした ものと

は奇妙な うわさ を耳にし ︑西国

仲買人と なった 能登屋吉 左衛門

﹁ 九州 で竹 の 花が 咲い た﹂米

富樫 倫太郎 ／著
毎日新 聞社

﹁いの ちの米﹂

文学

ＢＯＯＫ Ｓ

本町と友好都市提携をしているニュージーランドモトエカか
ら友好親善の訪問団が来町します。
訪問団の来町は、平成１４年以来、６年ぶりとなります。
訪問団は１５名で、そのうち学生が８名の構成となっています。
滞在期間中は中学校や高校への訪問、町内施設の見学や茶道な
どの体験学習を行います。

は何か︒ 本格時 代経済小 説︒

ニュージーランドモトエカ・清里訪問団来町に伴い、下記の
とおり歓迎パーティーを開催いたしますので、参加希望の方は
お申し込み下さい。
日 時 １０月３日（金）１８：００〜
場 所 レストハウスきよさと
会 費 大人３，０００円
子供１，５００円（小・中・高校生）
申込期日 ９月１９日（金）
詳細と申込先 生涯教育課社会教育グループ
? ２５―２００５
ちゃん ですが ⁝︒

ひとこと

コ ラ ム

生涯教育専門員

のも早 くなった ︒気が付 けば

月︒実 りの秋︑ 食べ物も おいし

く︑読 書もはか どりそう ︒

とこ ろで︑清 里町では ニュー
ジーラ ンドとの 交流以来 ︑多く

の人が 花を植え るように なって

きたと 聞いてい る︒この ような

美しい 花を素材 として人 々が交

流する ことは美 しい感性 が育ま

の美し さをもっ て︑愛す る人に

に美し いからだ と思う︒ 花はそ

ことが できる︒ それは花 が本当

花は 多くの人 に感動を 与える

うな育 て方をし たい︒

ばいい と思う︒ 心から楽 しむよ

も花嫁 花婿から 大きな 感謝の気

持を両 親に表す 花束と して贈呈

された り︑いろ いろな 大会でも

努力と 健闘を称 える気 持を花の

美しさ で表現し ようと して贈ら

れたり もしてい る︒こ れは︑全
国︑世 界中でも 共通し ている︒

花の 株の中に は動物 のように

自由に 移動する ことも できず︑

ひとと ころに固 定され ている︒

子孫を 残そうと して︑ それがど

んな厳 しい環境 であっ ても︑根 ︑

茎︑葉 の力を結 集する ︒そして

全身で 最高の美 しさの 花を咲か

せる︒ 昆虫等に 止まっ てもらっ
て花粉 を運んで もらう ものもあ

る︒ど の株も本 当に独 特の美し

さの魅 力いっぱ いあふ れる花を

咲かせ る努力を してい ると思う

といじ らしくも ある︒ 私はそん

界で一 つの花﹂ の歌詞 を思い出

した︒ 世界に多 くの種 類の花が

あって も全く同 じ一輪 の花はな

い︒ど の花も違 ってい てどの花
も美し い︒

そんな 町だね︒

好きに なり︑永 住する 人もいる ︑

人も清 里に住ん でみて ︑ここが

ても元 気だね﹂ といわ れる若い

に感動 させても らって ︑﹁とっ

なく︑ 納得の行 く育て方 をすれ ﹁きれい な町﹂﹁ 自然の 豊かさ﹂

しなが ら花の手 入れする のでは ﹁美しい 花﹂﹁人 々の純 朴さ﹂

花と向 き合う時 間は少な いけれ
ど愛着 を感ずる ︒自分で 無理を

るので はなかろ うか︒私 自身は

ること によって も心も明 るくな

花の美 しさだけ でなく花 を育て

れるの ではない だろうか ︒また ︑ な花の 生きる様 子を見 て︑﹁世

9

雄

忠

森

藤

朝晩 涼しくな り︑日が 暮れる

「生涯教育のススメ」

捧げら れたりも する︒結 婚式で

２００８．９

広報きよさと

15

ニュージーランド
モトエカ・清里訪問団が来町します！

