
さん（21） 

アンナリーサ・アルトメッツ 

Anna-Liisa Altmets
エストニア出身 

うちエコ診断申込受付中 うちエコ診断申込受付中 
専門の診断員が、 
皆さまに適切なアドバイスをいたします。 

答えは5ページ！ 

・湯里まちづくりセンター 
・志学まちづくりセンター P2-3 特集 通学合宿 

P4-5 大田のイベントレポート 

P6 2012年10月～2013年3月の行事予定 
P7 あそび・イベント情報 10月 
P8 JAPANのおおだにきています！ 
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通 学 合 宿

異年齢の子どもたちが地域の人々の協力を得て、まちづく

りセンターなどの公共施設において、一定期間寝泊まりし、

炊事や洗濯などを自分たちの力で行い、学校に通う活動です。

■子どもにとって
・規則正しい生活や整理整とんなどの生活習慣の定着を
図ります。
・働くことや協力することの大切さを理解します。
・家事などの日常生活における活動を子ども自身で行う
ことにより、自主性・協調性を高めます。
・自分の責任を果たすことで、自尊感情を高めます。

■家庭（保護者）にとって
・親にとって“子離れ”を体験するこの期間が「我が家
の家庭教育を見直す機会」となります。

■地域（活動を支える地域のみなさん）にとって
・地域の支援者と子どもたちとのふれあいの場づくりに
よる地域コミュニティを構築します。
・子どもを地域で育てようとする気運が高まります。

通学合宿のねらいは

大田市においては、「湯里まちづくりセンター」、「志
学まちづくりセンター」が中心となり、地域のみなさん
の協力をいただきながら、地元小学生を対象にした「通
学合宿」を毎年実施しています。
湯里においては６月（今年度は27日～30日に開催）、

志学は７月（今年度は11日～14日に開催）に３泊４日の
日程で開催しています。
この間、参加している子どもたちは、家族に全く会う
ことができません。参加児童同士や地域の方々と協力し
ながら４日間を過ごし、「生きる力」を身につけます。

「湯里まちづくりセンター」、
「志学まちづくりセンター」で毎年実施！

「通学合宿」とは

特集
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�湯里まちづくりセンター 

≪湯里通学合宿体験≫ 
今年度で９回目を迎えた湯里通学合宿に、旧湯
里小校区に住む２年生以上の11名の児童が参加し
ました。４日間で延べ約80名の地域のボランティ
アの皆さんが支援をされ、子どもたちは充実した
４日間を過ごしました。 
なんといってもこの通学合宿の目玉は「もらい
湯」です。子どもたちは、夕方になると、３軒の
近隣宅のお風呂に入りに行き、入浴後は楽しい団
欒のひと時を過ごし
ます。 
夜の活動も、家族
への葉書書き、座禅、
肝だめしなど内容も
盛りだくさんです。 

≪志学通学合宿≫ 
今年度で３回目となった志学通学合宿は、志学
小の全校児童24名が参加しました。志学において
も、４日間で約60名の地域ボランティアのみなさ
んがこの合宿を支えられました。 

夜学では、方言
を学んだり、算数
教室が開催された
りするなど、とて
も楽しい企画が満
載の通学合宿です。 

【活動内容】 
午前 午後 

１日目（水） いつも通り登校 
（学校） 

下
校 

オリエンテーション、荷物整理・宿題・自
由、入浴（もらい湯）、班活動（夕食作り、
洗濯）、夕食・片づけ、ホタル見学、ミーティ
ング、就寝 

２日目（木） 
起床・洗面・身
支度、清掃・食
事・片付け 

（
学
校
） 

登
校 

下
校 

宿題・自由、入浴（もらい湯）、班活動（夕
食作り、洗濯）、夕食・片づけ、葉書書き、
座禅、ミーティング、就寝 

３日目（金） 
起床・洗面・身
支度、清掃・食
事・片付け 

（
学
校
） 

登
校 

下
校 

宿題・自由、入浴（もらい湯）、班活動（夕
食作り、洗濯）、夕食・片づけ、肝だめし、
ミーティング、就寝 

４日目（土） 起床・洗面・身支度、朝食づくり・食事・片付け、荷物整理、清掃、レクリエーション、感想書き、解散式、解散（11:30） 

【活動内容】 
午前 午後 

１日目（水） いつも通り登校 
（学校） 

下
校 

開校式・オリエンテーション、荷物整理、
班活動（夕食作り、洗濯・掃除）、宿題・
夕食・宿題・片づけ、振り返り、入浴（銭
湯「亀の湯」）、就寝 

２日目（木） 
起床・洗面・身支
度、朝食づくり・
食事・片づけ 

（
学
校
） 

登
校 

下
校 

班活動（夕食作り）、洗濯・掃除、宿題・
夕食・宿題・片づけ、夜学、振り返り、
入浴（銭湯「亀の湯」）、就寝 

３日目（金） 
起床・洗面・身支
度、朝食づくり・
食事・片づけ 

（
学
校
） 

登
校 

下
校 

班活動（夕食作り）、洗濯・掃除、宿題・
夕食・宿題・片づけ、夜学、振り返り、
入浴（銭湯「亀の湯」）、就寝 

４日目（土） 起床・洗面・身支度、朝食づくり・食事・片付け、荷物整理、親へのメッセージづくり他、感想書き、修了式、解散（10:30） 

【保護者の方】 

�おねしょがなく
なりました。自分

でトイレに行きます
。感謝感謝です。

 

�初めての参加で
したが、何だかた

くましくなって帰っ
てきました。う

れしさと親離れの
さみしさ半々です

。 

�昨年と違い、帰
りの荷物がきちん

と整とんされてい
ました。毎年成

長を感じます。 【参加児童】 
�とても楽しかった。友達とも仲良く過ごせました。 
�来年は中学生だけど、もし行くことができるのなら来年も行きた
いな、と思いました。 
�食事づくりの野菜を切ることや勉強をがんばりました。 
�この通学合宿は、地域の心がつまったものです。たくさんの思い
出ができたし、お世話くださった皆さんにとても感謝しています。 【地域の方】 

�この合宿で、子どもたちは相手を思いやる優しさや感謝の気
持ちを学び、そして自立心を養っていると思います。わたしにとっ
てもとてもたのしい日々でした。 
�子どもさんの顔を知らなかったけれど、顔と名前を覚えました。 
�子どもをしっかりほめてあげることが大事だと思いました。 

�志学まちづくりセンター 
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01

読みメンパーク 

まず、メインの読み聞かせと音楽を組み合わせたライ
ブが始まりました。読み手＆ミュージシャンは「パパ’s
絵本プロジェクト」の３人のパパさん。その後その中の
一人、安藤哲也氏の講演会も開かれ、男性が読み聞かせ
をする大切さについて、経験を踏まえて話してください
ました。 
別室では、いくつもの団体による読み聞かせにちなん
だコーナーが設けられました。ブックカフェを主催した
邇摩高生は「読書の楽しさを感じてくれたらいいですね。」
と話してくださいました。 
会場はたくさん訪れた親子連れで大にぎわいでした。 

inしまね 

8月5日（日）13:00～17:00

あすてらす 

島根県・島根県教育委員会 

大田市・大田市教育委員会 
島根県公共図書館協議会 
島根県読書推進運動協議会 

日　時 

場　所 

主　催 

共　催 

ホ
ー
ル 

別
館 

絵本ライブ 

講演 

読みメン道場 

「しまね子育て絵本」展示 
人形劇 
絵本、わらべうた、 
 パネルシアター 
バルーンアート 
パパとママのための 
 読み聞かせとお話 
ブックカフェ 
 （読みメン読書会） 
読み聞かせ、紙芝居、 
 プチマジック 

腹話術、絵本の読み聞かせ 

ブラック紙芝居 
影絵劇 

パパ’s絵本プロジェクト 
安藤哲也氏 
（NPO法人ファザーリング・ジャパン代表） 

岩田英作氏 
（島根県立短期大学部教授） 

大田高校図書委員会 
おはなしボランティア 
 つくしんぼの会 

NPO法人 KIRALI

NPO法人 KIRALI

邇摩高校生徒有志 

グランパ in 雲南 

しまね子どもの読書等 
 推進の会江津支部 
そらいろのたね 
シルエット2006

バルーンアートは満員御礼！プードルや剣を作りました 

グ
ラ
ン
パ
in
雲
南 

野
菜
の
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
で
は
本
物
の
野
菜
を
切
り
ま
し
た 

ブックカフェでは輪読をして交流 
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スペシャルおはなし会 
仁摩図書館で恒例のおはなし会。今回はおはなし
会のスペシャル版が開催されました。絵本は、大き
なものや、真っ白だったのに急に絵が出てくるもの、
パネルシアターまで様々です。子どもたちもじっと
読み聞かせを聞いていました。主催者で司書の堂端
さんは「絵本だけでなく、子どもが参加できるもの
も選びました。」とおっしゃっていました。 

8月18日（土）10:15～ 

仁摩図書館 

37人（仁摩保育所児童26名、他11名）

日　時 

場所・主催 

参加人数 

02

①大きい本「すっぽんぽんのすけ」 
②絵本「こぞうさんとおばけ」 
③絵本「マジック絵本」 
④パネルシアター「たまごがごろん」 

今回のおはなしは… 

部
屋
中
に
み
ん
な
の
声
が
響
い
て
い
ま
し
た
！
 

マジック絵本を 
読んでくださった 
井戸さん 堂端さんのパネルシアター。なにの卵？なにの赤ちゃん？ 

みずほお姉さんの「話し方」教室  

めざせ！！ 
話し上手！聞き上手！ 
中高生地域体験活動の一つで、講師に元NHKアナウンサー
の山�瑞穂さんをお呼びして、アナウンサーのとってお
き術を教えてもらいました。 
初めに会話をせずに誕生日順に座る『バースディサー
クル』を行い、言葉の大切さがわかりました。 
そして次は話を聞くポイントを楽しく学びました。 
みんな聞き上手になった所で、隣に座った人を紹介する、

『他己紹介タイム』！ 
聞き上手になったお陰で、自然と話し上手になりました。 

8月21日（火）10:00～12:00 

大田市民センター 

中央公民館 

11人、内こども5名 

日　時 

場　所 

主　催 

参加人数 

03

は
っ
き
り
口
を
あ
け
て
、
こ
ん
に
ち
は
！
 

年上の方とも楽しく会話。 
さすが聞き上手さん♪ 

モジモジ。 
初めは少し緊張します。 
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 6 （土） 第56回大田市小学校体操競技会 
    （大田総合体育館） 
 　　　〃  ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 6～8 （土～月） Ginzan Walking Museum劇場 
    （石見銀山公園） 
 8 （月） 「ふるさとに生きる～愛と平和と石見銀山」 
    （鄙舎（かやぶきの家）） 
 13 （土） ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 14 （日） 熊谷家住宅 かまどの日 （熊谷家住宅） 
 　　　〃  第３回だるま通りマルシェ （大田町駅通り） 
 13・14 （土・日） Ginzan Walking Museum劇場 
    （石見銀山公園） 
 　　　〃  銀の國ぐるめまつり （石見銀山公園） 
 　　　〃  清水大師秋のオープンお寺カフェ 
    （清水大師） 
 　　　〃  鳴き砂サミットin琴ヶ浜 （仁摩町） 
 20 （土） ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 20・21 （土・日） Ginzan Walking Museum劇場 
    （石見銀山公園） 
 21 （日） ぐるっと三瓶くにびきウォーク （三瓶山全域） 
 27 （土） ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 　　　〃  銀山街道と沖泊港ウォーキングツアー 
    （温泉津） 
 27・28 （土・日） Ginzan Walking Museum劇場 
    （石見銀山公園） 
 　　　〃  さんべ祭 （サヒメル他） 

10月 10月 

 3 （土） ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 3・4 （土・日） Ginzan Walking Museum劇場 
    （石見銀山公園） 
 9 （金） 第30回島根県音楽教育研究大会（大田大会） 
    （大田小ほか7校1園） 
 10 （土） ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 10・11 （土・日） Ginzan Walking Museum劇場 
    （石見銀山公園） 
 11 （日） ワン２ワン２デー （SANBE  BURGER） 
 　　　〃  井戸平左衛門の功績を今に生かす 
    （大森町町並み交流センター） 
 　　　〃  熊谷家住宅　かまどの日 （熊谷家住宅） 
 17 （土） ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 17・18 （土・日） Ginzan Walking Museum劇場 
    （石見銀山公園） 
 22 （木） 巨勢典子ピアノコンサート 
    （サンレディー大田） 
 23 （金） 第13回難波利三ふるさと文芸賞 授賞式 
    （温泉津中学校） 
 23～25 （金～日） Ginzan Walking Museum劇場 
    （石見銀山公園） 
 24 （土） ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 30 （金） 野外講座「大久保間歩ツアー」 
    （世界遺産センター） 

11月 11月 

 1 （土） ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 2 （日） ふれあいフェスティバルおおだ 
    （サンレディー大田） 
 5・6 （水・木） 大田市小中学校連合音楽会 
    （サンレディー大田） 
 8 （土） ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 9 （日） 熊谷家住宅　かまどの日 （熊谷家住宅） 
 15 （土） ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 16 （日） ここまでわかった石見銀山 
   「石見銀山調査研究シンポジウム」 
    （仁万まちづくりセンター） 
 　　　〃  子育て応援フェスティバル 
    （サンレディー大田） 
 22 （土） ゆのつ温泉夜神楽 （龍御前神社） 
 31 （月） 時の祭典 （仁摩サンドミュージアム） 

12月 12月 

 6 （水） 第41回大田市表現ダンス発表会 
    （サンレディー大田） 
 17 （日） 島根県公民館研究集会（西部会場） 
    （サンレディー大田） 
 23・24 （土・日） 第２０回サンレディーフェスタ 
    （サンレディー大田） 

2月 2月 

 3 （日） 子育てフェスティバル （あすてらす） 
 17 （日） 池田中学校閉講式 （池田中学校） 
　  （調整中）  富山小学校閉講式  

3月 3月 
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10月 

11月 

12月 

2月 

3月 

市民の皆様からのイベント情報をお寄せください。今後編
集部から取材に伺わせて頂くこともあります。 

10

大田市中学校新人総合体育大会 

10/3・4 水・木曜日 
市内各所 
市内各中学校 

大田市小学校体操競技会 

10/6 土曜日 
大田総合体育館 

大田市中学校駅伝競走大会 

10/12 金曜日 
三瓶山 西の原 三瓶クロスカントリーコース 

大田市健康・体力つくり市民大会 
スポレク広場大田会場 

10/8 月曜日  10:00～ 
大田総合体育館 
大田市役所生涯学習課 （Tel. 0854-82-1600） 

大田市健康・体力つくり市民大会　 
県スポーツレクリエーション祭 
オリエンテーリング大会 

10/21 日曜日  9:00～ 

国立三瓶青少年交流の家 
大田市役所生涯学習課 （Tel. 0854-82-1600） 

図書館 
大田市中央図書館 （Tel. 0854-84-9200） 
仁摩図書館 （Tel. 0854-88-4646） 
温泉津図書館 （Tel. 0855-65-2177） 

おはなし会 

10/13,27 土曜日  14:00～ 
大田市中央図書館 

0～4才のおはなし会 

10/18 木曜日  10:30～ 
大田市中央図書館 

ストーリーテリング 

10/20 土曜日  14:00～ 
大田市中央図書館 

おはなし会 

10/20 土曜日  10:15～ 
仁摩図書館 

おはなし会 

10/27 土曜日  10:15～ 
温泉津図書館 

第17回 島根県小学生 
クロスカントリーリレー大会 

10/21 日曜日  10:00～ 
三瓶山 西の原 三瓶クロスカントリーコース 

第30回記念 高山登山大会 

10/28 日曜日  9:00～ 12:30
高山公民館前駐車場 
仁摩公民館 

100円 参加費 
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ニックネームは？ 
アンナ 

2012年9月発行 

第 回 3

さん（21） 

アンナリーサ・アルトメッツ 

Anna-Liisa AltmetsAnna-Liisa Altmetsさん（21） 

アンナリーサ・アルトメッツ 

エストニア出身 エストニア出身 

おおだにいる期間は？ 
5月6日～11月6日（ヨーロッパ・
ボランティア・サービスのプログ
ラムを利用して） 

地元はどんな所！？ 
エストニアの首都の近くのロク
ティという町です。大学に入学
してからは通学のために、首都
のタリンに住んでいます。 

おおだにきた理由は？ 
日本の文化やマナーを学びたかっ
たですし、ヨーロッパ以外の場
所でボランティア活動をしてみた
かったからです。今は日本語を
勉強中です。一番好きな日本の
食べ物はラーメンです。 

川合小学校と 
大森小学校での 
交流はいかがでしたか？ 
エストニアの紹介発表とゲームをし
ました。日本語でするのが難しかっ
たですね。子どもたちも「だるま落
とし」を教えてくれました。大森小
では一緒に竹のほうきを作りました。
とてもハッピーでした♪ 

エストニアと 
日本の子どもは違いますか？ 
日本の子どもたちは礼儀正しいですね。「こ
んにちは」って必ず挨拶をしてくれます。
けれど、恥ずかしがりやな子も多いですね。
ただ、再会したときには「アンナさー
ん！！」って話しかけてくれました。 

おおだでやりたいことは？ 
今度お母さんが大田にくるんです。市内
のお寺や久手・波根の浜辺に連れていっ
てあげたいと思っています。 

うちエコ診断申込受付中 うちエコ診断申込受付中 うちエコ診断申込受付中 
この事業は、島根県委託事業の「島根県地域の省エネ診断員育成事業」として企業組合労協しまね事業団が独自で実施するものです。 

無料 
診断 

ご家庭に合った 
効果的な対策は？ 

うちエコ診断専用ソフトで 
対策案を導き出します！ 

専門の診断員が、 
皆さまに適切なアドバイスをいたします。 
専門の診断員が、 
皆さまに適切なアドバイスをいたします。 

企業組合労協しまね事業団 
大田市大田町大田イ129

TEL:0854-82-1004 FAX:0854-82-6969
E-mail : workc-32@mx.miracle.ne.jp

診断期間：9月～ 2月まで 
H24 H25
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