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「あそびたいがぁ～」は「遊びたいよね」を意味する大田地方の方言です。大田市内の子どもたちが積極的

に放課後や休日に地域での活動に参加し、地域の「ひと」「もの」「こと」に触れ、体験し、学ぶことで、 

心豊かでたくましい子どもに育ってほしいという願いが込められています。　［大田市教育委員会委託事業］ 

～大田市元気な子どもづくり事業～ 特集 放課後子どもプラン 放課後子どもプラン 放課後子どもプラン 

子育てかるたづくり　色塗りの会を開催しました！！ 
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平成19年度から放課後子どもプラン推進事業がスタートし、5年目を終えようとしてい
ます。大田市では、留守家庭の児童に対し毎日の生活の場を提供する「放課後児童クラブ」
（厚生労働省補助事業）に加え、地域の大人たちが異年齢の子どもたちに交流・体験の場を
提供する「放課後子ども教室」（文部科学省補助事業）の開設も年々増えています（放課後
子ども教室15ヶ所、児童クラブ7ヶ所で開催（平成23年度））。また、平成22年度からは、
地域ごとに放課後対策について検討する場を設け、「放課後子どもプランブロック推進委員
会」を開催しているところです。 

放課後子どもプラン 放課後子どもプラン 放課後子どもプラン 特集 特集 

「子どもの居場所」として公民館やまちづくりセン
ター、学校の余裕教室等を活用し、地域の大人がボ
ランティアとして参画し、放課後や週末に子どもた
ちが体験や交流を行う場として開設されてきたもの
です。 
異年齢で自由に遊んだり、文化体験やスポーツを
楽しんだり、ものづくりや読書をしたりするなど内
容や実施の形態は地域によって様々です。 

保護者が仕事等により昼間家庭にい
ない児童（小学校に就学しているおお
むね10歳（小学校3年生）未満の児童）
に対して生活の場を提供するものです。
専用のスペースがあり、専任の指導員
が配置されています。 

（放課後子ども教室推進事業） 
（大田市教育委員会　生涯学習課所管） 

（放課後児童健全育成事業） 
（市民生活部　子育て支援課所管） 

「放課後子ども教室」 「放課後子ども教室」 「放課後児童クラブ」 「放課後児童クラブ」 

平成24年度　放課後子ども教室、児童クラブ実施予定 

中央ブロック 
＜放課後子ども教室＞ 
�中央公民館 
（少年少女合唱団・わんぱく
遊び隊） 

�大田まちづくりセンター 
（大田「子ども囲碁教室」） 
�川合まちづくりセンター 
（かわい寺子屋） 
�久利まちづくりセンター 
（久屋交流クラブ・テーブルテ
ニスキッズ） 

�ＮＰＯおおだ子どもセンター 
（いけずクラブ） 

＜児童クラブ＞ 
�大田わんぱく児童クラブ 
�大田ルーテル・ラブリー児
童クラブ 
�あゆみ放課後児童クラブ 

東部ブロック 
＜放課後子ども教室＞ 
�東部公民館 
（東部「子ども囲碁教室」） 
�朝山まちづくりセンター 
（朝山子ども教室） 
�富山まちづくりセンター 
（富山子ども教室） 
�波根まちづくりセンター 
（波根子ども教室） 
＜児童クラブ＞ 
�久手わくわく児童クラブ 

西部ブロック 
＜放課後子ども教室＞ 
�長久まちづくりセンター 
（長久グランドゴルフ） 
�五十猛まちづくりセンター 
（五十猛あじっ子クラブ） 
＜児童クラブ＞ 
�長久ゆうゆう学童クラブ 

温泉津ブロック 
＜放課後子ども教室＞ 
�福波まちづくりセンター 
（子ども体験クラブ・温泉津放
課後子ども教室） 

�湯里まちづくりセンター 
（湯里わんぱくクラブ） 
＜児童クラブ＞ 
�温泉津ミニ児童クラブ 
たんぽぽ 

三瓶ブロック 
＜放課後子ども教室＞ 

�三瓶公民館 
（三瓶何でもトライ塾） 

�池田まちづくりセンター 
（池田子ども教室） 

�志学まちづくりセンター 
（志学何でもトライ塾） 

仁摩ブロック 
＜放課後子ども教室＞ 

�仁摩公民館 
（帰ってきたおもしろ探偵団） 

＜児童クラブ＞ 

�仁摩児童クラブひまわり 

高山ブロック 
＜放課後子ども教室＞ 
�祖式まちづくりセンター 
（祖式子ども教室） 
�大代まちづくりセンター 
（大代子ども教室） 

（平成24年度：大田市では、放課後子ども教室19ヶ所、放課後児童クラブ7ヶ所を開設予定） 

大田わんぱく遊び隊 大田わんぱく遊び隊 

（連携・調整） 
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放課後子どもプラン 放課後子どもプラン 特集 

「放課後子ども教室」 「放課後児童クラブ」 

大田中央ブロックにおいては、「大田わんぱく遊び隊」（放
課後子ども教室）の活動に「大田わんぱく児童クラブ」（放
課後児童クラブ）の児童も参加し（総勢60名）、子ども教
室と児童クラブが一体となった取組が行われています。 
「異年齢で・群れて・外で遊ぶこと」や「地域で人とふ
れあう体験」が乏しい今の小学生に、生きる力を身につけ
させようと地域社会が総がかりで小学生の健やかな遊び（活
動）を支援する事業です。この取組は月に2回、平日の放課後に行われ、大田小の校庭でゲームや軽スポー
ツを中心とした活動が展開されています。 

そして、この活動のもう一つの特徴は、多くの中学生
や高校生がボランティアとして参加していることです。
今年度は、中学生10名、高校生20名がボランティアとし
て登録し、小学生の子どもたちとよりよい関係を築きな
がら、事業を進める大きな力となっています。 
小学生の子どもたちも中高生のお兄さんやお姉さんと
一緒に活動することを、そして中高生も小学生とともに
活動することをとても楽しみにしています。 

大田わんぱく遊び隊 大田わんぱく遊び隊 大田わんぱく遊び隊 

中高生が考案したゲーム「魚と漁師」 

中高生が話し合い、ゲームを考える 

大田市放課後子どもプラン推進体制について 

中央ブロック 
推進委員会 

委員2名、公民館1名 

東部ブロック 
推進委員会 

委員2名、公民館1名 

西部ブロック 
推進委員会 

委員2名、公民館1名 

三瓶ブロック 
推進委員会 

委員2名、公民館1名 

高山ブロック 
推進委員会 

委員2名、公民館1名 

温泉津ブロック 
推進委員会 

委員2名、公民館1名 

仁摩ブロック 
推進委員会 

委員2名、公民館1名 

●放課後子どもプランのコーディーネーター役である「公民館」
が中心となり、ブロックごとに放課後対策の推進委員会を開
催する。 

●推進委員会は、学校関係者、まちづくりセンター関係者、各
種団体長、放課後子ども教室や児童クラブ関係者等にご参加
いただきながら、適宜地域の実態に応じて開催する。 

（連携・調整） （連携・調整） 

大田市放課後子どもプラン運営委員会 

【各ブロック選出】 
（7ブロック） 

・委員～2名 
・コーディネーター 
（公民館）～1名 

文部科学省 
【教育委員会】 
総務課・学校教育室 

小学校担当課 

文部科学省 
【教育委員会】 
生涯学習課 

放課後子ども教室 
推進事業担当 

（放課後子ども教室） 

厚生労働省 
【市民生活部】 
子育て支援課 

放課後児童健全 
育成事業担当 

（放課後児童クラブ） 

運営委員会 

ブロック推進委員会 
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2月5日の「絵を描く会」につづいて、「色塗りの会」が開催されました。絵を描く会の参加者のみな

さんと大田一中美術部の生徒さんが描いた絵に、色鉛筆で色を塗ります。 

まずは、寒くてかじかんだ手をレクリエーションで暖めます。アンパンマンと茶壺の手遊び歌。小学

生は手慣れたもので上手にできていました。色塗りでは、参加者のみなさんは、どの色で塗ろうかみん

なで相談しながら進めたり、手を止めてお喋りをしたりして楽しく取り組みました。みんなの力を合わ

せた結果、ほぼ全ての色塗りが完成しました。カラフルに仕上がったかるたを五十音順に並べて、みん

なで記念撮影です。最後には地域の方々が作ってくれたあたたかい豚汁とおにぎりをいただきました。 

参加者からは「普段話すことのない方々とお話ができてよかった」「他の子たちとも友達になれてよかっ

た」といった感想があり、かるた作り以外の喜びもありました。子育てかるたは、これから印刷を開始

して、3月末には完成予定です。 

日　時： 2月19日（日）9:30～13:00 
場　所：ゆきみーる 1階 多目的ルーム 
主　催：中央公民館 
参加者：26名（子ども12名、大人14名） 色塗りの会 色塗りの会 色塗りの会 

ちゃつぼ 

しゃべ 

ふだん 

外国の方も一緒にやりました 

みんなでおしゃべりしながら色塗り 

おかあさんも一生懸命 
いっしょうけんめい 

あったかい豚汁 



帰ってきたおもしろ探偵団「おうちの方の職場見学」
が開催されました。訪問先は、広島アルミ大国工場です。 
まずは、工場の広さ、造っているものなど、社員さ

んの説明を聞きました。工場を見る前の下準備が完了
です。そして、いよいよ工場見学。工場内は危ないので、
しっかり帽子を被って白い枠で囲まれた通路を1列で
歩きます。アルミを溶かす鉱炉や溶接する人たち、で
きあがった製品を持ち上げる大きなクレーンなど、びっ
くりする風景がたくさんありました。子どもたちから
は「持ち上げるやつ（リフト）がおもしろかった」「た
まねぎのような匂いがして、臭かった」といった感想
がありました。最後の質問の時間には、「何時から何時
まで働くんですか？」「なんでゴーグルをかけているん
ですか？」という子どもたちの真剣な質問に、社員さ
んも丁寧に答えておられました。 
主催者の主事落合美樹さんは「何気なく近所にある

工場にようやく子どもたちを連れていくことができま
した。家に帰ってご両親にお話してくれたらいいですね」
とおっしゃっていました。 

日　時： 2月13日（月）9:00～12:00 
場　所：仁万まちづくりセンター・広島アルミ大国工場 
主　催：仁摩公民館 
参加者：仁摩小学校生徒44人（大人含めて50人） 

天候にも恵まれ、第3回目となる温泉津公民館まつ
りが盛大に開催されました。 
飲食出店、展示、企画、警察署・消防署の体験コー

ナーもあり、会場は大盛りあがり。参加者は市内外か
ら約600人。ステージ発表では温泉津保育園・湯里分
園、井田幼稚園の歌と踊り、温泉津小学校の盲導犬に
ついての発表、温泉津中学校吹奏楽部の演奏、温泉津
町が誇る名人などの発表もありました。温泉津小学校
の児童のみなさんは盲導犬のために大きな声で募金活
動を行っていました。 

日　時：2月12日（日） 
主　催：ホット・スプリングフェスティバル2012実行委員会、温泉津公民館 
場　所：温泉津まちづくりセンター＆周辺 
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おうちの方の職場見学 おうちの方の職場見学 
－広島アルミ大国工場－ －広島アルミ大国工場－ 

すご～い、こんなの初めて 

大はしゃぎ！！ 

何かにおうよ～ 

しょくばけんがく 

つく 

したじゅんび 

ぼうし かぶ 

と こうろ ようせつ 

にお くさ 

ていねい 

しゅじ おちあい みき 

しゅってん 

もうどうけん 

ほこ 



たいがぁ～ （以下 ）：ご出身はどちらなの？ 
別所さん （以下 ）：大田市朝山町です。 
た：スポ少の先生をすることになったきっかけは？ 
べ：私も子どもの頃同じところで剣道をやっていたんです。その後高

校卒業後からはあまりやる機会がなかったんですが、3年前に息
子（現在小3）が始めたのがきっかけで、私も指導員として再開
することにしました。1年間はリハビリでしたね（笑） 

た：コーチの醍醐味はなぁに？？ 
べ：子どもたちがどうしたら楽しく練習できるか、上手になるかを考えることで、自分自身も学ぶことが多いと
ころですね。せっかくなら楽しんで練習して上達してほしいので、個々人に合わせていろいろ工夫してい
ます。それに、剣道は武道ですから、礼儀や作法もしっかり教えています。 

た：どんな練習の工夫をしとっちゃるの？？ 
べ：例えば、すり足（剣道特有の足運び）の練習のときには、大きなスポンジを前の足で蹴らせるんです。

単にすり足だけの練習より、楽しんでやっていますよ。 
た：練習に参加する子どもたちに一言！ 
べ：これから時代を背負っていく子どもたちですから、1つのことをしっかりがんばっ
てみてほしいですね。あとは、とにかく楽しくつづけること。それが大切です。 

た：ありがとうございました！ 

2月7日（火）あすてらす（島根県立男女共同参画センター）において、「ふるさと教育推進事業」と「学
校支援地域本部事業」の合同研修会（大田市教育委員会主催）を開催しました。 
市内小・中学校の先生、学校支援地域本部事業地域教育協議会委員、学校支援ボランティアのみなさ

ん、公民館職員、市職員等、約60名の参加者がありました。 
栃木県より越田幸洋氏（学社融合研究所代表）を講師に迎え、学校・家庭・地域が連携した取組の効

果等について、全国の事例を紹介しながらご講演いただきました。学校と地域の結びつきが深まること
で不登校児童・生徒がいなくなったことや、荒れていた学校が落ち着き、子どもたちの学習への取り組
む姿勢がみるみる変わっていく話、そして学校と地域の連携の手法など、興味深いものばかりでした。
その後、中学校区ごとでのグループワークを行い、学校・家庭・地域がよりよく連携した取組を進める
ための方策についての意見交換を行いました。 
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波根剣道スポーツ少年団 

学校・家庭・地域が連携・協力した取組をより進めるために 

ふるさと教育・ 
学校支援地域本部事業 

合同研修会 

ふるさと教育・ 
学校支援地域本部事業 

合同研修会 

ふるさと教育・ 
学校支援地域本部事業 

合同研修会 

波根剣道スポーツ少年団保護者会　会長 高野　TEL：0854-85-8816

お問い合わせ 

波根剣道スポーツ少年団の活動 

参加人数：26名（お父さんやお母さんも練習やお手伝いで参加されています） 
先　　生： 9 名（ＯＢの中学生や高校生も先生として参加することがあります） 
日　　時：毎週月曜日・木曜日19:00～20:30（木曜日は希望者のみ） 
場　　所：朝波小学校体育館 

指導する別所さん 

気迫があります 

指導員　別所崇則 さん（42歳） 

た 
べ 

た 
べ 

た 
べ 

た 
べ 

た 

た 

べ 

しょ たか べっ のり 

だ い ご み  

れいぎ 

け 

せ お  



■ 3月10・17・25日（土） 10:00～11:30 
 4月14・21・28日（土） 10:00～11:30 
■ 場所：大田市民センター 
■ 問い合わせ：中央公民館 TEL：0854-82-6630

★ 大田市少年少女合唱団 

「おはなし会」 
■ 3月10・24日（土） 14:00～ 
 4月14・28日（土） 14:00～ 
■ 場所：大田市中央図書館　おはなしのへや 
「0～4才のおはなし会」 
■ 3月15日・4月19日（木） 10:30～ 
■ 場所：大田市中央図書館　会議室 
「ストーリーテリング」 
■ 3月17日・4月21日（土） 14:00～ 
■ 場所：大田市中央図書館　おはなしのへや 
■ 問い合わせ：大田市中央図書館 
  TEL：0854-84-9200 
「おはなし会」 
■ 3月17日・4月21日（土） 10:15～ 
■ 問い合わせ：仁摩図書館 TEL：0854-88-4646 
「おはなし会」 
■ 3月10日・4月28日（土） 10:15～ 
■ 問い合わせ：温泉津図書館 
  TEL：0855-65-2177

★ 図書館 

■ 3月10・17・25日（土） 10:00～11:30 
 4月14・21・28日（土） 10:00～11:30 
■ 場所：大田市民センター 
■ 問い合わせ：大田まちづくりセンター 
  TEL：0854-82-6240

★ 子ども囲碁教室 

■ 3月27日（火） 13:30～15:00 
■ 場所：久手小学校グラウンドまたは自転車競技場 
 　　　※雨天時は久手小学校体育館 
■ 問い合わせ：東部公民館 TEL：0854-82-5122

★ スナッグゴルフ教室 

■ 3月27日（火） 10:00～12:00 
■ 場所：久手まちづくりセンター2階集会室 
■ 問い合わせ：東部公民館 TEL：0854-82-5122

★ 子どもの人権教室 
 「いのちをいただく」（読み聞かせ） 

■ 3月19日（月） 9:00～12:00 
■ 場所：仁万まちづくりセンター 
■ 問い合わせ：仁摩公民館 TEL：0854-88-3081

★ 帰ってきた おもしろ探偵団 
 「みんなでいっしょに あーそーぼ！」 
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《市民のみなさまからのイベント情報をお寄せください。今後編集部から取材に行かせていただくこともあります。》 

★ 島根県立三瓶自然館サヒメル 

「五感の不思議～人の目・虫の目・機械の目」 
昆虫の目にはどう見えている？ロボットがものを見分
けるメカニズムは？生物や機械の「感覚」を科学する
企画展です。 
■ 3月10日（土）～5月14日（月） 
■ 場所：三瓶自然館 
■ 料金：大人 600円（480円） 
　　　　小・中・高校生 200円（160円） 
　　　　※（　）内は20名以上の団体料金です。 
「ダンゴムシの気持ち」 
ダンゴムシは壁に当たるとどちらに曲がる？ダンゴム
シの不思議な性質を調べます。 
■ 3月18日（日）13:00～15:00 
■ 場所：三瓶自然館レクチャールーム 
■ 定員：10家族 
■ 参加費：無料 
「風の力で電気を作ろう！」 
小さな風力発電装置を作って電気をため、ミニカー
を走らせます。 
■ 3月20日（火）10:00～12:00 
■ 場所：三瓶自然館レクチャールーム 
■ 定員：20名 
■ 参加費：無料 

■ 申込み・問合せ：三瓶自然館サヒメル 
  ＴＥＬ：0854-86-0500
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大田の空気も暖かくなってき

たがぁ～。これから晴れの日

が多くなるね。たいがぁ～は

釣りに行くよ♪みんなはどこ

に遊びに行く？？ 

【発行】 2012／3／9 発行 

ＮＰＯ法人 緑と水の連絡会議 
〒694-0064 
島根県大田市大田町大田イ376-1 
ＴＥＬ：（0854）83-7373（ゆきみーる） 
ＦＡＸ：（0854）84-0262 ブログ毎日更新中！！ 

●集　合：石見銀山世界遺産センター 10:00　解散予定 13:30 
●主　催：大田市石見銀山課、石見交通株式会社、ＮＰＯ法人緑と水の連絡会議 
●申　込：石見銀山世界遺産センター　Tel：0854-89-0183 
●参加費：（各回）500円 
●持ち物：弁当・水筒・雨具・鎌・収穫物の袋・手袋 

石見銀山の遺跡に拡大する竹林を利用することで、里山の景観を維持することができま
す。自分で獲ったタケノコは持ち帰ることができます。季節の恵みをお召し上がりくださ
い。子どもたちの参加も大歓迎。　　　　　　　　　　　（写真は昨年の様子 6月開催分） 

●2012年 4 月28日（土）：モウソウのタケノコを採ります 
●2012年 6 月 3 日（日）：ハチクのタケノコを採ります 

募集中 募集中 募集中 募集中 

〒694-0064 大田市大田町大田イ370（ごうぎん大田支店の近くで、七色館前にあります。） 

ＴＥＬ（0854）83-7373 【管理運営】百年くらぶ・ＮＰＯ法人緑と水の連絡会議 

サロン・ド・ゆきみーるとは、若者から年
配の方まで集えて、設備が揃っている、いわ
ば登録制の“私設公民館”です。次のような
使い方があります。ご利用及び料金について
はお問い合わせください。 

●ほっとスペース ～青少年の居場所～ 

●自習室　●卓球 
●会場利用 
　（大・中・小会議室、多目的ルーム、娯楽室等） 

●その他 

つど そろ 

しせつこうみんかん 

会員登録して使ってね。 会員登録して使ってね。 
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