定例記者会見

【平成３１年１月】
平成 31 年 1 月 24 日(木)11 時 00 分～12 時 00 分

中津川市役所 ３階 公室
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⑤米国レスリング協会と 2020 年東京オリンピック
事前合宿の協定を調印します ·············· （文化スポーツ部）P.７
⑥「夢先生」のように自分の夢を大切にしよう ·· （文化スポーツ部）P.８
⑦神坂小学校で
「伊勢市と中津川市の学校給食交流」を行います ·· （教育委員会）P.10
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次回開催日
平成 31 年 2 月 22 日（金）
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中津川市役所 公室

中津川市 定例記者会見資料
平成 31 年 1 月 24 日

中津川市原付バイクご当地ナンバー発表式を開催します
中津川市原付バイクご当地ナンバープレートデザインの全国投票を行い、
採用デザインが決定したので、２月５日（火）に発表式を開催します。
■発表式
日時：平成 31 年 2 月 5 日（火） 15 時 00 分から
場所：中津川市役所中２階 市民ホール
■最優秀デザインおよび入選デザイン
最優秀デザイン（1 作品）および入選デザイン（4 作品）は当日発表
＊最優秀デザインをご当地ナンバープレートのデザインとして採用します。

■賞金など
最優秀デザイン
入選デザイン

1 作品
4 作品

賞金 5 万円
地元の特産品

■発表式の出席予定者
市長、最優秀デザイン作者、市議会議員、中津川市ご当地ナンバープレート選考委員
会委員 8 人（商工会議所専務理事、北商工会事務局長、財務部長、政策推進部長、総
務部長、定住推進部長、生活環境部長、商工観光部長）
■発表式次第
（１）開会、（２）経過報告、（３）入選デザイン発表、（４）最優秀デザイン発表
（５）最優秀デザイン作者あいさつ、（６）市長あいさつ、（７）賞金等贈呈、
（８）記念撮影
■経緯
H30.4.24
第 1 回中津川市ご当地ナンバープレート選考委員会にて企画案等決定
H30.7.2～7.31 デザインを全国募集 ⇒ 51 作品応募
H30.8.23
第 2 回同選考委員会にて全国投票する 5 作品を決定
H30.10.26～11.16 全国投票実施
H30.11.22
第 3 回同選考委員会にて最優秀デザイン及び入選デザイン決定
■交付開始日
平成３１年４月１日から交付開始
※ご当地ナンバーと従来ナンバーの選択制
※従来ナンバーからの交換は 1 回に限り無料で交換

お問い合わせ先
財務部 税務課 税制係

担当者：大脇

電話：0573-66-1111（内線 147）
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東海学園大学及び文京学院大学と連携協定を締結します
中津川市と東海学園大学及び文京学院大学は、包括的な連携のもと相互に
協力し、地域社会の発展、人材育成及び学術の振興に寄与することを目的に
協定を締結します。
東海学園大学（愛知）
■日時
平成 31 年 2 月 4 日（月）

11 時 00 分から 11 時 30 分

■場所
東海学園大学 名古屋キャンパス 1 号館 3 階北会議室
（名古屋市天白区中平二丁目９０１番地）
■署名者
東海学園大学長 松原 武久
中津川市長 青山 節児

様

■協定内容
（１）地域活性化に関すること。
（２）地域産業の振興に関すること。
（３）地域文化の振興に関すること。
（４）教育及び人材育成に関すること。
（５）健康、医療及び福祉の充実に関すること。
（６）前各号に掲げるもののほか、相互に連携協力する必要があると認められる事項
に関すること。
■協定の趣旨及び背景
市は、総合計画の戦略事業の一つとして、市内各地で大学と地域の方が協働して地域
づくりに取り組む「域学連携」に積極的に取り組んでいます。
一方、東海学園大学松原学長は、名古屋市長在任中に加子母地域で「名古屋市民の森」
事業を行ったという経緯があり、元号が変わる記念事業として加子母地域で森づくり事
業をしたいと申し出がありました。
今回、森づくり事業をきっかけとし、友好関係を深め相互に協力し、地域社会の発展、
人材育成及び学術の振興に寄与することを目的として、包括的に連携協定を締結します。
■東海学園大学との連携事業（予定）
○「森づくり事業」
など
元号改正に合わせて東海学園大学の記念事業として、加子母地域において森づくりを
行います。

2

文京学院大学（東京）
■日時
平成 31 年 2 月 8 日（金）

15 時 30 分から 16 時 00 分

■場所
文京学院大学 本郷キャンパス C 館 11 階
（東京都文京区向丘１丁目１９番地１号）
■署名者
文京学院大学長 工藤 秀機
中津川市長 青山 節児

サロン・ド・ブンキョウ

様

■協定内容
（１）地域活性化に関すること。
（２）地域産業の振興に関すること。
（３）地域文化の振興に関すること。
（４）教育及び人材育成に関すること。
（５）健康、医療及び福祉の充実に関すること。
（６）前各号に掲げるもののほか、相互に連携協力する必要があると認められる事項
に関すること。
■協定の趣旨及び背景
市は、総合計画の戦略事業の一つとして、市内各地で大学と地域の方が協働して地域
づくりに取り組む「域学連携」に積極的に取り組んでいます。
一方、文京学院大学は、社会に開かれた活動として、地域の活性化、産業の振興など
に役立てるために、多彩な研究、活動を行っており、これまでにも中津川市で地域と連
携した活動を行ってきました。また、中京学院大学とも相互交流に関する協定を締結し
ており、連携した活動を市内で行っています。
今後更に文京学院大学との連携を強化し、更なる友好関係を深め相互に協力し、地域
社会の発展、人材育成及び学術の振興に寄与することを目的として、包括的に連携協定
を締結します。
■文京学院大学との連携事業（予定）
など
○中津川市の PR 動画作成
中山道や中津川宿などの PR 動画を作成し、中津川の魅力を発信します。
■参考（その他の大学との連携協定状況）
平成２５年 ２月１２日締結
中京学院大学
平成２７年 ３月 ２日締結
至学館大学
平成２７年 ８月２４日締結
学習院大学
平成２７年１２月１５日締結
岐阜大学
平成２９年 ７月２５日締結
名古屋外国語大学
平成２９年 ８月２８日締結
大正大学
平成３０年 ９月２１日締結
中部大学

お問い合わせ先
定住推進部 市民協働課

担当者：林

電話：0573-66-1111（内線 327）
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域学連携活動拠点「coagari」を開設します
域学連携活動拠点「coagari（コアガリ）」を中津川市本町に開設します。
「coagari」は大学生・高校生が自由に使える場所として平成 31 年 2 月 11 日
に正式にオープンします。
■オープンイベント
日
時：平成 31 年 2 月 11 日（月・祝）10 時 00 分から 11 時 45 分
場

所：本町天満屋内「coagari」（中津川市本町 2 丁目 6-27）
※天満屋（well cafe）内の一部を借用

対 象 者：大学生、地元高校生、地域住民等

20 人程度

主な内容：・市長あいさつ（10 時 10 分から）
・市長と大学生・高校生との座談会（10 時 15 分から）
・講演会（10 時 45 分から）
講 師：東京工業大学 准教授 真野 洋介氏
テーマ：地域から学ぶ学生達
■域学連携活動拠点とは
今回、中津川市で活動する学生の活動を推進し、大学生・高校生同士が集い、交流や
情報交換の場とするため、域学連携の活動拠点を開設します。
大学生・高校生は、活動拠点を勉強の場、会議等の場として自由に利用することがで
き、基本的に火曜日、木曜日、土曜日及び日曜日に利用することができます。また、そ
れ以外の曜日については予約により利用することができます。
当拠点では、地元高校生を含めた地域づくり活動や学習会、ワークショップなど大学
生・高校生のキャリア教育となる事業を展開します。
■大学生と地元高校生が参加したその他の取り組み
（事業名称：域学連携の拠点づくり事業）
▼学生交流会（10 月 14 日）（学生企画）
・東京工業大学の学生が企画をし、学生交流会（ご飯会）を行いました。
▼「Do It Yourself!学生のための拠点づくり」（10 月 22 日、11 月 18 日）
・学生の活動拠点の改修を学生自身の手で行うワークショップを行い、講師から床板
の張り方、木の特質等を学びました。
・また、床板を張る中で、学生から「掘りごたつが欲しい」という提案があり、掘り
ごたつスペースの改修を行いました。
▼coagari ロゴづくり（11 月 5 日、11 月 18 日）
・coagari のロゴを学生達で考えるワークショップを行い、複数のロゴデザインのア
イデアから、学生達が実際に使うロゴを決めました。
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■改修の様子

■coagari のロゴ

■coagari の名前の経緯
・拠点部分が、民家の土間から一段上がった場所（古民家の小上がりだった場所）にあ
るため、名前が決まるまで暫定的に「小上がり部分」と呼んでいました。
・東京工業大学の学生の発案により、域学連携拠点の名称を「coagari」としました。
大学生・高校生、地域、企業、行政等が協力していく「co（共同）」と、「小上がり
（koagari）」から、名前が付けられました。
■この事業は地方創生推進交付金を活用しています。

お問い合わせ先
定住推進部 市民協働課 担当者：林
電話：0573-66-1111（内線327）
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学生たちが域学連携の成果を発表します
～平成 30 年度中津川市域学連携成果発表会～
中津川市で域学連携に取り組む生徒・学生たちが行った様々な研究・調査
の成果を広く市民の方々に理解していただくとともに研究活動に対しての意
見をいただき、今後の活動をより良いものにすることを目的として成果発表
会を開催します。
■日時

平成 31 年 2 月 23 日（土）

■場所

中津川市健康福祉会館

■発表数

■発表時間

８グループ

10 時 00 分～15 時 00 分
発表会：10 時 10 分～13 時 30 分
交流会：14 時 00 分～15 時 00 分
※新企画で学生間の交流の時間を設定

４階多目的ホール（中津川市かやの木町２番５号）

阿木高校、大正大学、名古屋外国語大学、中京学院大学、文京学
院大学・中京学院大学、加子母る大学（名城大学、名古屋工業大
学等）、岐阜大学、東京工業大学

20 分/１グループ（質疑含む）
（文京学院大学・中京学院大学、加子母る大学は 30 分）

■当日の発表プログラム（予定）
発表時間
10:10～10:30

発表内容
「阿木高校の地域連携」

発表大学等
阿木高校

10:30～10:50
10:50～11:10

「約４０日で見つけた中津川」
「名古屋外国語大学 宮川研究室 ２０１８年度
活報告」
「中津川市坂下地区の猪肉オリジナルレシピの開
発について」
「中山道魅力発信！まんてんぼしプロジェクト
『中山道ナイトウォーク』
」
「加子母地区の域学連携事業」

大正大学
名古屋外国語大学

11:10～11:30
11:30～12:00

中京学院大学

文京学院大学・中京学院大
学
12:20～12:50
加子母る大学（名城大学、
名古屋工業大学等）
12:50～13:10 「阿木地域の空き家に対する住民の意識を変え 岐阜大学
る」
13:10～13:30 「２０１８年度 真野研プロジェクト活動報告」 東京工業大学
※都合により発表時間・内容を変更する可能性もありますのでご了承ください。

■共催

中京学院大学

■後援

中津川商工会議所・中津川北商工会

お問い合わせ先
定住推進部 市民協働課

市民協働係

電話：0573-66-1111（内線 327）
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米国レスリング協会と
2020 年東京オリンピック事前合宿の協定を調印します
昨年 11 月、米国レスリング協会から中津川市を 2020 年東京オリンピック
に向けた事前合宿地として内定いただいており、正式に決定するため覚書を
取り交わします。
■調印日
平 成 3 1 年 1 月 2 7 日（日）
■場所
米国

コロラド州

＊現地時間で表記

コロラドスプリングス市

■訪問者
青山市長
丸山中津川市レスリング協会会長（岐阜県レスリング協会会長）
勝野中津川市体育協会理事長、池戸生涯学習スポーツ課長
■スケジュール概要
・１月２５日（金）中部国際空港発
・１月２６日（土）コロラドスプリングス市着、デーブ・シュルツ記念国際大会観戦
（デーブ・シュルツ記念国際大会には、中京学院大学レスリング部の３選手が出場予定）
・１月２７日（日）調印式
・１月２８日（月）コロラドスプリングス空港発
・１月２９日（火）中部国際空港着
■覚書の主な内容
・中津川市は、練習場を用意する。
・米国レスリングチームは、中津川市が行う交流プログラムへ参加する。等
■その他
・コロラドスプリングス市（人口：約４２万人）
：市内には、米国オリンピック及びパラ
リンピック委員会、オリンピックトレーニングセンター、２０種目以上のオリンピッ
ク競技連盟が本部を置いており、「Olympic City USA」と呼ばれている。
・デーブ・シュルツ記念国際大会：不慮の死を遂げたロサンゼルス五輪金メダリストの
デーブ・シュルツを偲んでスタートした大会である。

お問い合わせ先
文化スポーツ部

生涯学習スポーツ課

電話：0573-66-1111（内線 4307）
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「夢先生」のように自分の夢を大切にしよう
～全小学５年生がこころのプロジェクト「夢の教室」を受講しました～
子どもたちに夢を持つことの大切などを伝える「夢の教室」は、市内全１
９校の５年生を対象に実施しました。夢や目標に向かって、前向きな気持ち
を持つ子どもたちが増えています。
■こころのプロジェクト「夢の教室」の概要
○夢を持つことの素晴らしさを伝えるプロジェクト
（公財）日本サッカー協会は、協会のスローガンである「夢」を通じて、子どもたちの健全な
成長のため、平成１９年度から本プロジェクトを始動しました。プロのスポーツ選手等が「夢先
生」として学校を訪問し、
「夢を持つことやその夢に向かって努力することの大切さ」
「仲間と協
力することの大切さ」などを子どもたちに伝えます。

○ゲームとトークによる授業構成
『ゲームの時間』…体を動かすことで緊張をほぐし、夢先生と子どもたちとのコミュニケーシ
ョンを深めながら、仲間と協力することや思いやりの大切さなどを伝えます。
『トークの時間』…夢先生の体験談を通じて、夢を持つことの素晴らしさや夢に向かって努力
する大切さなどを伝えます。子どもたちは教材の「夢シート」を用いて、自分が好きなことや得
意なことを振り返り、将来の夢（何になって何をやりたいのか）やその夢に向かってチャレンジ
できることを考えて発表します。

○授業後に夢先生からオリジナルメッセージが届く
夢シートは、夢先生へのメッセージも書いて夢先生に届けられます。後日、夢先生から１人１
人にアドバイスや励ましの言葉などのメッセージが添えられて夢シートが返却されます。

○中津川市では８年間で６，０００人以上が受講
岐阜県内では１３市町が本事業を導入しており、中津川市は平成２３年度に県内で初めて導入
してから、毎年度全５年生を対象に「夢の教室」を実施。
（２４年度のみ中学校でサテライト実
施）
※今年度の実施については、実施一覧参照（補足資料②）

■３０年度の新たなできごと
①スポーツ分野以外の夢先生が登場
今年度からスポーツ分野以外で活躍されている著名人も夢先生として登場。市内では、アナウ
ンサーのトーマス サリー氏が南小学校で講義しました。

②関係機関による意見交換会の実施
ＪＦＡや市、学校関係者による意見交換会を実施。アンケート結果や関係者の意見を通じて、
今後の「夢の教室」をさらに有意義なものにするために議論しました。
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■児童・先生の感想・評価
○児童の感想
・夢先生の話を聞いて、失敗しても簡単にあきらめてはいけないことを知り、自分が努力しな
いと夢は叶わないことを知った。将来の夢をあきらめずに努力をして、夢を叶えたいと思う。
・最近はあまり夢について考えていなかった。けれど、
「夢の教室」で「どのように夢を叶え
るのか」など夢について考える時間があったので、また夢に向かって頑張りたいと思った。

○先生の感想
・普段はややおとなしい子どもたちだが、
「夢の教室」では元気に発言する姿に驚いた。夢先
生が話された「あきらめない」
「チャレンジ」というキーワードをこれからも投げかけていき
たい。

■アンケート結果（２９年度データから一部抜粋）
○児童アンケート
授業の前後にアンケートを実施し、心境の変化を分析しました。
【設問】自分の夢を叶えるために、自分がやっていけると思うこと
【回答】①強く思う・②思う・③どちらともいえない・④あまり思わない・⑤思わない
「①強く思う」と回答した割合は以下のとおり。
項
目
事前回答率⑴
事後回答率⑵
増減率（⑵-⑴）
自信をもつこと
２３％
５７％
３４％
努力すること
２８％
６７％
３９％
積極的にチャレンジすること
２７％
６０％
３３％
挫折を乗り越える強い気持ちを持つこと
２２％
５５％
３３％
※その他の項目でも、
「①強く思う」との回答が約１５％～３０％上昇しました。

○学校アンケート
児童の反応や授業の効果について５段階で評価しました。評価の平均値は以下のとおり。
質問事項
平均値
「ゲームの時間」での児童の反応
４．８９
「トークの時間」での児童の反応
４．３５
「仲間との協力、助け合いの大切さ」が児童に伝わった
４．６３
「夢を持つことの素晴らしさ」が児童に伝わった
４．６３
児童が夢について具体的に考える機会になった【３段階（1・3・5）評価）】
４．９３
※本事業の実施について、学校側が高く評価していることが推察できます。

阿木小学校
金子大介先生（ラグビー選手）

蛭川小学校
内田智也先生（元 J リーガー）

お問い合わせ先
文化スポーツ部

生涯学習スポーツ課

電話：0573-66-1111（内線 4307）
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担当者：田口

中津川市教育委員会 定例記者会見資料

平成 31 年 1 月 24 日

神坂小学校で「伊勢市と中津川市の学校給食交流」を行います
伊勢市・中津川市両市長の提案で、お互いを知る機会として、特色ある学
校給食交流を行います。
中津川市では、神坂小学校で市長や教育委員を招き、伊勢市の給食を試食
します。
■日時

平成 31 年 1 月 31 日（木曜日）

■場所

中津川市立神坂小学校ランチルーム（中津川市神坂 1526 番地の 3）

■内容等

１．給食準備
２．試食
３．市長のお話
４．児童による給食紹介
５．栄養教諭のお話
６．片付け

※参加者

12 時 20 分から 13 時 00 分

12 時 10 分～12 時 20 分
12 時 20 分～12 時 55 分

12 時 55 分～13 時 00 分

市長、教育長、教育委員、神坂小学校児童 1～6 年生 67 名

＜献立＞
麦ご飯、三重県産サバのみそ煮、伊勢市郷土料理あいまぜ（なますと煮物をあえたもの）、
伊勢市産あおさ汁、三重県産ひじきのり、牛乳
■経緯等
・ 中津川市と伊勢市は、伊勢神宮式年遷宮で中津川市の御用材を御神木として奉納し
ており、災害時相互応援協定を締結するなど繋がりがあります。
・ 昨年度、「こうした関係を子どもたちに知ってもらいたい、山間地域と海岸地域の
特色を活かした交流はできないか」と両市長から学校給食の交流について提案があ
り、伊勢市教育委員会と調整し、1 月 24 日～30 日の全国学校給食週間に合わせて、
両市内小中学校で実施することになりました。
・ 両市の給食レシピを交換し、特色ある献立を取り入れ、地元食材を調達し合います。
・ 中津川市では、1 月 24 日～30 日の期間内に、各小中学校で、伊勢市の食材を使用
した給食を提供します。
・ 伊勢市では、①中津川市郷土料理けいちゃん（小学校 1 月 30 日、中学校 1 月 25 日）
②神坂産にじますの塩からあげ（中学校のみ 1 月 24 日）を提供します。

お問い合わせ先
教育委員会事務局

学校教育課

担当者：高橋

電話：0573-66-1111（内線 4234）
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中津川市教育委員会 定例記者会見資料

平成 31 年 1 月 24 日

第 12 回キャリア教育優良教育委員会文部科学大臣表彰受賞を
市長に報告します
すご技プロジェクトの取り組みを認められ、中津川市教育委員会が第 12 回
キャリア教育優良教育委員会文部科学大臣表彰を受賞しましたので、市長に
報告します。
■日

時

平成 31 年 2 月 1 日（金曜日）

■場

所

中津川市役所

■報告者

教育委員会

10 時 00 分

～

公室
事務局長
教育研修所所長
教育研修所指導主事

■本表彰について
・文部科学省が学校、家庭、地域、産業界が一体となって社会全体でキャ
リア教育を推進していこうとする気運を高め、キャリア教育の意義の普
及・啓発と推進に資することを目的として、キャリア教育の充実発展に
尽力し、顕著な功績が認められる学校等を表彰するもの
・表彰日：平成 31 年 1 月 18 日（金）
場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター
表彰団体：教育委員会の部 12 団体
学校の部 100 校
団体の部 10 団体
・被表彰について
各都道府県教育委員会による推薦
【推薦理由】
平成 28 年度から教育委員会が主導し、企業、学校が連携したキャリア
教育のカリキュラムを作成。事前学習から事後学習までの学びの流れ
をリーフレットにして、全小学校及び対象の中学校に配付している。
児童・生徒は、希望する企業を訪れて見学・体験を中心とするカリキ
ュラムに参加し、地元企業に対する理解を深めている。
・県内の過去の受賞について
教育委員会としては５番目の受賞
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■今後の予定について
2 月 4 日（月）苗木小学校６年生による「すご技」企業見学
株式会社デンソーテンマニュファクチュアリング
（中津川市苗木 2110）
6 年生 2 学級【各学級 60 分】

会社の説明
工場見学
質疑応答

お問い合わせ先
中津川市教育研修所

担当者：松原

電話：0573-66-1111（内線 4247）
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１組
9:00～9:15
9:15～9:45
9:45～10:00

２組
10:15～10:30【15 分】
10:30～11:00【30 分】
11:00～11:15【15 分】

主な行事予定【平成31年2月】
凡
例

イベント、文化・スポーツ行事
市関連の行事
その他

№

日 時

行事名・(場所)

1

３日(日)
9:00～14:30

六斎市
(中山道中津川宿かいわい)

2

７日(木)～
３月15日(金)
※土日祝は除
く

市･県民税の申告受付

3

８日(金)
13:30～15:30

あったカフェ
(認知症カフェ)
(中央公民館)

4

９日(土)
17:30～

馬籠 氷雪の灯祭り
(中山道馬籠宿)

5

10日(日)
10:30～

落合公民館まつり
【ステージ部門】
(落合公民館)

6

15日(金)
～17日(日)
9:00～20:00

落合公民館まつり
【作品展示部門】
(落合公民館)

7

22日(金)
14:30～

２月定例記者会見
(公室)

8

9

10

内

容

中心市街地の中山道沿いの一部を歩
行者天国にし、各商店街のイベント
や、地元生産者による農産物、地域の
特産品などを販売します。
市内各出先事務所､市役所などで市･
県民税の申告を受け付けます。
＊所得税の確定申告(中津川税務署)
18日(月)～中津川商工会議所ホール
認知症の方やご家族、地域の方など
誰でも参加できるカフェ。お茶を飲み
ながら交流したり、催しを楽しんだ
り、認知症の相談もできます。
中山道木曽11宿の宿場を氷の灯籠で
つなぐ、氷雪の灯祭りが開催されま
す。
馬籠宿では氷の灯籠やアイスキャン
ドルが石畳の坂道に並べられます｡
民踊や歌謡などのステージ発表の際
には、バザーも開催。絶品メニューが
てんこもりです。
保育園児童・小中学生や各種団体・
サークルのみなさんの作品を展示しま
す。
17日は16:00まで。
２月の定例記者会見を開催します。

地元中京学院大学をはじめとした大
23日(土)
中津川市域学連携成果発表会 学生たちが、これまで行なってきた地
10:00～13:30
(健康福祉会館）
域での研究や活動の成果を発表しま
す。
23日(土)
作品や芸能などの「苗木の『技』」
9:00～17:00
第３回苗木文化交流まつり を楽しむことができます。ブックコー
24日(日)
(苗木交流センター)
トなどの体験コーナーや飲食コーナー
9:00～16:00
もあります。
25日(月)
10:00～

市議会本会議
(議場)

27日(水)～
11 ３月３日(日)
9:00～16:00

あぎの里のひなまつり・
つるしかざり
(中の島公園ふれあいの里)

27日(水)～
12 ３月３日(日)
10:00～17:00

中津川のつるしひなまつり
(東美濃ふれあいセンター)

本会議初日
ひなまつり20周年の記念の展示で
す。昔懐かしい土びなや大正びなの展
示のほか、つるしかざりの販売、和小
物作りの体験コーナーなどもありま
す。笑顔あふれる会場へ皆様お越しく
ださい。
つるし雛講座「花ごよみ」参加者た
ちの想いのこもった温もりのある作品
で彩られた世界をお楽しみください。
３日は16:00まで。
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お問い合わせ先
中津川商工会議所
(0573-65-2154)
税務課
(内線141)
担当:纐纈千谷志
高齢支援課
(内線584)
担当:小川智江

馬籠観光案内所
(0573-69-2336)
落合事務所
(0573-69-3201)
担当:角野志穂
落合事務所
(0573-69-3201)
担当:角野志穂
広報広聴課
(内線314)
担当:熊谷千穂
市民協働課
(内線327)
担当:林 隆太
苗木公民館
(0573-66-6606)
担当:辻 哲也
議会事務局
(内線503)
担当:高木 均
阿木事務所
(0573-63-2001)
永冶由紀子

つるし雛講座
花ごよみ・谷口
(0573-78-3021)

市内小中学校の主な行事・活動【平成31年2月】
学校独自の行事(田植え・カルタ大会等)
凡 安全に関わる行事(交通安全教室・避難訓練等)
例 校外活動に関わる行事(遠足・修学旅行等)
その他
ＮＯ．

学校名

日・時

行事・活動名

1

蛭川小

１日(金)
13:40～14:40

命の教室

2

苗木中

１日(金)
～
８日(金)

地域貢献活動
苗木ＰＲ

3

苗木小

４日(月)
9:00～11:15

すご技中津川
プロジェクト

4

川上小
山口小

５日(火)
9:45～11:15

スケート交流会

5

高山小

６日(水)
10:40～11:25

なわとび集会
(８の字)

6

苗木中

６日(水)
14:00～15:00

感謝の会

7

福岡小

７日(木)
8:10～8:35

大縄跳び記録会

8

付知南小

７日(木)
9:00～14:30

スケート教室

9

川上小
坂下小

７日(木)
9:45～11:15

スケート交流会

10

川上小
山口小

12日(火)
9:45～11:15

スケート交流会

11

下野小

12日(火)
13:30～15:30

高齢者との交流会

12

田瀬小

23日(土)
13:30～14:15

命の授業

13

下野小
田瀬小

27日(水)
9:30～10:30

田瀬・下野交流会

27日(水)
14:00～14:45

１／２成人式
授業参観

14 加子母小

場

所

内 容
前田動物病院の獣医(前田先生)に、命の
大切さ、生き物を大切にする心についてお
６年生教室
話をしていただきます。
３年生が苗木地域への観光客を増やそう
と、苗木地域のよさや魅力を伝えるポス
ステーション ターを中津川駅駅前ステーションギャラ
ギャラリー
リーに展示し、苗木地区のＰＲを行いま
す。
６年生が、デンソーテンを訪問し、最近
㈱デンソーテン の自動車の最新機能を支える製品や地域と
マニュファク のつながりを大切にして作っていることを
チュアリング 学習します。
山口小４年生を川上小に招待します。４
年生は、山口小４年生にスケートの滑り方
川上小
を教えながら一緒に滑り、交流を深めま
スケート場
す。
各学級で８の字跳びに挑戦します。朝運
動や休み時間に練習してきた成果を発揮し
体育館
ます。また、チャレンジスポーツin岐阜に
記録を登録します。
３年生が総合的な学習の時間をはじめ、
多くの教育活動で地域の方々にご協力をい
苗木交流
ただきました。地域の人を招き、その感謝
センター
を合唱コンサートという形で伝えます。
体育の授業や朝活動で取り組んできた大
縄跳びに各クラスごとで挑戦します。この
日に向かい、めあてをもち取り組んいきま
体育館
す。チャレンジスポーツin岐阜に記録を登
録します。
４・５年生がスケート教室を行います。
クリスタル
４つのグループに分かれて、専門の講師の
パーク
恵那スケート場 先生から指導をしていただきます。
坂下小４年生を川上小に招待します。４
年生は、坂下小４年生にスケートの滑り方
川上小
を教えながら一緒に滑り、交流を深めま
スケート場
す。
山口小５・６年生を川上小に招待しま
す。５・６年生は、山口小の児童にスケー
川上小
トの滑り方を教えながら一緒に滑り、交流
スケート場
を深めます。
総合的な学習の時間として６年生は福祉
下野
について学んできました。地域の高齢者の
いきいき会館 方と交流し、体験を深めます。
前田動物病院の獣医(前田先生)を講師に
招き、６年生児童と保護者を対象に「命の
６年生教室
授業」を行います。
統合後に同じ学年になる１～４年生の児
童が、今年度最後の田瀬小学校と下野小学
教室
校の交流会を行います。今回は一緒に教科
の授業を行う予定です。
10歳を迎える４年生が自分たちの今の思
ランチルーム いを語ります。他の学年は授業参観を実施
教室
し、学習の様子を参観していただきます。

ここに記載させていただいたものは、全て1月10日記載時点での予定であり、変更の可能性があります。取材をしていただ
ける場合には、直接学校にお問い合わせの上、期日・時間・場所・内容などの変更の有無、内容の詳細などについてご確認く
ださい。また、事前に取材申込をしていただいた上で訪問をしていただきますようお願いいたします。
中津川市教育委員会 学校教育課
0573-66-1111(内線4236) 担当:山内 雅浩
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園の主な行事・活動 【平成31年2月】
保護者が関わる行事・活動
凡
地域・関係機関と連携した行事
例
その他
No.

園名

日・時

1

苗木保

１日(金)
13:30～14:00

行事・活動名

場所
保育園

豆まき会
2

阿木保

４日(月)
10:00～11:30

3

山口幼

18日(月)
9:00～11:00

内容
山に「あせぼ」等を採りに行き、
「鬼札」を作って鬼から身を守る昔の
おまじないを経験します。

八幡神社
八幡神社でお参りをした後、阿木地
阿木地域一帯 域を豆まきして歩きます。
けん玉交流
・検定会

遊戯室

山口小学校１・２年生がお家の人と
一緒に、日本けん玉協会の指導者に検
定をしてもらいます。

ここに記載させていただいたものは、全て1月16日記載時点での予定ですので、期日・時間・内容などの変更の
可能性を多分に含んでおります。取材をしていただける場合には、直接にお問い合わせの上、期日・時間・場
所・内容などの変更の有無、内容の詳細などについてご確認ください。また、事前に取材申込をしていただいた
上で訪問をしていただきますようお願いいたします。
中津川市教育委員会 幼児教育課
0573－66－1111(内線4248) 担当:伊地知 みゆき

15

