・・Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ・・・・・・・・・・Ｋｉｙｏｓａｔｏ・・・・・・・・・Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ・・・・・・・・・・Ｋｉｙｏｓａｔｏ・・・・・・・・・

日
・

プラネット 講座を行い
ます

・

午後７時 〜９時

︻パソコン教室・初心 者編︼

日

日

月

（木）

パソコ ンの基 本的な操 作を覚

・

図 書館

６人 ︵過去に パソコ

23

えるため の教室 を開催し ます︒

日

日時

場所

募集人数

ン教室 を受講 されてい ない方
を優先 します ︶

内容

慣れ よう

（金）

●マウ スとキ ーボード 操作に

日

17

●文字 の入力 とレイア ウトに

月

チャ レンジ

申込期限

詳細と申 込先

生涯 教 育課 社会 教 育グルー プ
緯２５ ︱２０ ０５

10

（火）
10
30
21
（木）
（火）

生涯学習情報コーナー

28

﹁清 里 町 子 育 て を 考 え
るつどい﹂ を行います

北見市内 の保育 園長を歴 任さ

れ ︑﹁いつも 生き生 き子ども 時代

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

ティーボール〜投手がいない野球〜
ティーボールは、簡単にボールが打つことができ、スポーツが苦手な人も高齢者
の方も、みんなで楽しめる野球に似たスポーツです。やわらかいボールを使用して
行うので、怪我の心配がなく、子どもから大人まで一緒に楽しめます。
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。

ティーボールとは？
ティーボールは、野球やソフトボールによく似
たゲームです。ティーボールが野球やソフトボー
ルと大きく違うところは、ホームベースの後ろに
置いたバッティングティーにボールをのせ，その
止まったボールをバッター（打者）がバットで打
って遊ぶというところです。そのためピッチャー
（投手）はいません。止まっているボールを打つの
で、空振りがほとんどなく誰でも手軽に"打つ楽し
さ"を味わえるゲームです。

子育て につい て考える 講演会 を

開催し ます︒

テーマ

﹁生 きる力を 育む子 育て﹂

〜揺 れる子 ども達の 心を聴 き

なが ら〜

みね子さ ん︵前 北

（水）

木村

分

プラネ ット

見市 立高栄 保育園長 ︶
日時
月 日
午 後７時

〜８時

場所

15

︵心 ︶を忘れ ない﹂をモット ーに︑ 講師

﹁手 作りお もちゃ﹂や﹁わら べう
た 遊び﹂を 若い保 育士や保 護者

の 方々に伝 える﹁ 遊びの名 人﹂

木 村みね子 さんを お招きし て︑
97

30 10

清里 町教 育委 員会

受講料

申込期限

無料
月

詳細と申 込先

日

生涯 教 育課 社会 教育 グルー プ

緯２５ ︱２０ ０５

プラネット ステージス
タッフを募集 します

プラ ネットで催 さ れる 文化 祭

やステ ージ 公 演の企 画 や 運 営に

10
14

（火）

ティーボールの遊び方

協 力していた だくステ ージスタッ

コンサートな どを違った角度か

フを募集します︒

ら覗 ける機会でも ありますので︑

興味のある方は︑ぜひご応募くだ

さい︒

詳細と申 込先

生 涯 教育 課社 会 教育 グループ
緯 ２５室 ２００５

守備者10人が基本ですが、集まった人数により三角ベースにしたり、ベースの塁
間を変えてみたりしてもかまいません。本塁上に描いた半径３ｍ程度の円からバッ
ティングします。
基本的なルールは野球と同じです。ルールは人数により多少変えてみると良いで
しょう。
１. 3アウトチェンジ制で打順を決めてバッティングしていきます。
２. 守備者は内野手6名、外野手4名で行ないます。
３. ボールを打たずにティーを打った場合は空振りとみなしワンストライクが加え
られます。
４. ツーストライクからのファールは三振とみなされます。
５. バントは認められていません。
６. 走者は打者が打ってから進塁することができますが盗塁は禁止です。
７. 塁へのスライディングは禁止です。塁を駆け抜けた後に進塁の意思がない場合
は野手にタッチされてもアウトにはなりません。
８. 規定イニングを終えて得点数が多いチームが勝利です。

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

２００８．１０

広報きよさと

16

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ・・・・・・・・・・Ｋｉｙｏｓａｔｏ・・・・・・・・・・Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ・・・・・・・・・・Ｋｉｙｏｓａｔｏ・・・・・・・・・・

牛乳パックなど身近なものが大変身!?
あんなことも、こんなこともできちゃう、科学のお
もしろさ・ふしぎにふれてみよう。

＜

＞

時
実用書

図書館今月の本 棚

日

児 童書

＜

＞

ｉｍｅｋ ａ／著

ＢＯＯＫＳ

健次 郎／作
あか ね書房
に こだわっ た帽子 の作り方 を紹
介 ︒サイズ の測り 方と帽子 作り

からさ まに嫌 な顔をし たのに ︑

事中に おなら をしたら ママは あ

子ど もにな りたいお 父さん と︑

逆転の秘 策とは ？シリア スな問

に 便利な道 具も掲 載︒

た幼年

やかに
とらえ

りを鮮

らなか った︒ 親子の心 のつな が

パパが おなら をしても あまり 怒

大人に なりた いまさる くん︒ 食

題に明る く切り 込む︑硬 派な新
社会派小 説︒

財政破綻 寸前の 田舎町が 採った

灰谷

﹁こだわ って帽子つ くります ﹂ ﹁ 子ど も に な りた い パ パ と お
となに なりたい ぼく﹂

＞

祥伝社

＜

周 平／著

﹁プラ チナタウ ン﹂

文学

ＢＯＯＫ Ｓ

「子ども科学実験教室」
参加者募集!!

﹁ 町長 ︑老人 集 めて 財政 再建
パッチワ ーク通 信社
って︑ど うやん のすか？ ﹂平成
デニムの キャス ケットや リバ
の大合併 からも 爪弾きに された ︑ ー シブル仕 立てな ど︑生地 や形

楡

１０月１１日（土）
午後１時３０分〜午後４時
場 所 プラネット'９７
対 象 町内小学生
内 容 はずむシャボン玉
牛乳パックでカメラ作り
電気パンを作ろう
レモンで電気ができる!!?
そのほか、たくさんの楽しい科学実験を用意
しています。
主 催 きよさと子ども塾実行委員会
申込期限 １０月７日（火）
詳細と申込先 生涯教育課社会教育グループ
? ２５―２００５
童話︒

ひとこと

コ ラ ム

雄

忠

森

藤

生涯教育専門員

月

日からモ トエカの 訪問団

たらよ いか迷っ たが使 う最少量

をいれ ︑ 終わ ったら全 部流し

た︒夕 食のとき に大き なビーフ

ステー キが出た が私に は大きす

ぎて食 べきれな くて目 を白黒さ

せてい ると﹁残 しても いいよ﹂
といわ れ申し訳 ないと 思いつつ

残した ︒また︑ 町の歴 史記念館

に行っ てみると 南北戦 争のこと

が記さ れ︑何人 もの大 統領がこ

の町か ら出て活 躍した ことがわ

かった ︒さらに ︑姉妹 校提携式

にとっ てニュー ジーラン ドの人

全員が 町内のホ ストファ ミリー
宅にな っている ︒わたく したち

元気に させてく れた︒ 時差が

まるで おとぎの 国に入 った私を

文化の 中で特に ホスト ファミリ
ーに大 変お世話 になっ たと思う ︒

集まっ た人たち はそれぞ れ自己

集って 来て楽し い夜であ った︒

ーの向 こう三軒 両隣の人 たちも

の第１ 日目には ホストフ ァミリ

出した ︒
初め てのホス トファミ リーで

ていた だいたと きのこと を思い

じめた ときにホ ームステ イさせ

小さな 町の高校 と相互交 流をは

私が アメリカ バージニ ア州の

験が懐 かしく︑ 楽しく 思い出さ

時が経 つにつれ その交 流での体

体験が 出来るこ とは素 晴らしい ︒

若い人 から成人 まで貴 重な交流

心を通 い合わせ る友を 作りたい ︒

異文化 の交流と 理解に 努めつつ ︑

をもち 続けたい ︒
モト エカ訪問 団を温 かく迎え ︑

したい と思うこ とで生 活の張り

健康に 気をつけ たり︑ また訪問

話が通 じるよう に努力 したり︑

気を使 う︒年を 重ねて も電話で

時間あ り電話を かける ときには

紹介し ︑外国人 である私 にわか

夜﹁お風 呂に入 って﹂とい われた

あと思 う︒

気エネ ルギーに 繋がれ ばいいな

かりや すい英語 で話して くれた ︒ れ︑多 くの人の 心をゆ さぶり元

るよう に気遣っ て︑ゆっ くりわ

り楽し みにして いる︒

たちと 相互交流 できる機 会であ

今振り 返ってみ るとお 互いに異

種の生 徒達が仲 良く学 んでいた ︒

木の葉 の色が彩 り豊かに なった ︒ に高校 へ行った ときに 多くの人

秋の 気配が一 段と深く なり︑

たのしみたいモトエカ
との異文化交流

「生涯教育のススメ」
30

人が 来町して いる︒宿 泊先は

15 9

がバス には湯は 入ってい ない︒
さあど れくらい の量の湯 を入れ

２００８．１０

広報きよさと

17

10

きよさと子ども塾

