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☎ 25-2005

「 さ ん ろ く 」 で は、 教 育 委

員会による行事のご案内など

生涯学習に関する情報をお知

らせします。

修学資金貸付申請を受
け付けます

Information
お知らせ
掲示板

生涯学習課社会教育グループ

●申込先・問い合わせ
生涯学習課 社会教育グループ

詳細

２００５

‒

申込み手続きに必要な書類

☎２５

お 知 ら せ情 報

●申請書

（火）

●申請者世帯の所得証明書

日

20

●令和３年度在学証明書

（木）

●令和２年度学業成績証明書

受付期間

４月１日 ～４月

貸付の決定 ５月中旬に決定

月にそ

次第、申請者に通知します。

資金の貸付 ６月と

れぞれ貸付決定年額の２分

の１を銀行振込により貸付

します。

10

さんろく

スポーツ安全保険にご
加入ください

☎ 25-3034

修学資金の償還 最終学校を

詳細・問い合わせ

スポーツ安全保険は４名以

上のスポーツ活動などを行う

１年以上経過したものは、処分させていただきます。

卒業し、１年経過後に償還

年以内です。

団体が加入できる保険です。

今年度加入された団体には

スポーツ安全協会から直接申

込書などが送付されます。

日以前に手続

４月１日から保険が適用さ

れるには３月

をする必要がありますので、

お早めに加入手続きをしてく

ださい。

ください。

が始まります。償還の期間

は

詳細

２１３９

生涯学習課学校教育グループ

☎２５

ことぶき大学の学生を
募集します

町内在住で、概ね

日

保管物品に心当たりのある方は、事務所へお申し出

奨学生の要件 町内に住所を

有する方のお子さんで高等

学校または同等以上の学校

に在学中の身体健康、学業

優秀な学生の内、学資の支

弁が困難な方。

貸付金 （月額）

１万円

入学資格

令和３年５月

歳以上の方

開講期間

Topics

●高等学校

２万円

４万円

● 専修学校（高等課程）２万円

●高等専門学校

１～３年生以上

４年生以上

令和３年４月１日

2021.3

（木）

保険期間

広報きよさと

ロビー北側のガラスケースで保管しています。

清里トレーニングセンター

日

19

☎ 25-2005

～令和４年３月

生涯学習課社会教育グループ

●専修学校（専門課程 ）４万円

詳細・問い合わせ

日

清里トレーニングセンターでは、利用者の忘れ物を

用の際は、各自で防寒対策をお願いします。

～令和４年３月

新型コロナウイルス感染症対策として、施設内の換

ては、施設内の温度が低いこともありますので、ご利

プラネット

清里トレーニングセンターからのお知らせ

暖房器具も設置をしていますが、当日の気温によっ

31

31

‒

10

☎ 25-2005

「第９次清里町社会教育中期計画 （原案） に対する
町民意見提出 （パブリッ クコメント） の結果について」
1 月 15 日から 29 日まで第９次清里町社会教育中期計画（原案）にかかる町民意見募集を行った結果、１件のご意
見が寄せられました。

【ご意見】

生涯学習総合センターからのお知らせ
気をしています。

開講場所

社会教育 ・ 社会体育施設の利用について

４万円

☎ 25-2005

60

11
97
（金）14

（木）

生涯学習課社会教育グループ

●申込先・問い合わせ
生涯学習課 社会教育グループ

（金）

詳細

お 知 ら せ情 報

学習講義、クラブ活動

Topics

内容

●対象年齢ではなくても参加できます。
図書館で借りた本を返し忘れていませんか。貸出期間は ●三密を防ぐため、会場での換気を十分に行い、参加者同
２週間です。２週間で読めなかった場合は、次の予約が入
士の距離を確保します。
っていないときに限り、貸出の延長ができますので、図書 ●マスク着用 (0・1・2 歳のお子さんは除く )・手指消毒・
館へご連絡ください。
検温・お名前の聞き取りにご協力をお願いします。
町外へ転出される場合は、図書貸出登録証（図書貸出
カード）を返却してください。

‒

２００５

返していない本はありませんか

☎２５

読書は時間や空間に縛られず、行きたい場所へ連れて
東日本大震災の発生から、今年で 10 年が経ちます。今
行ってくれます。なかなか旅行ができない今だからこそ、 月の本棚では、東日本大震災関連のものを中心に、地震の
物語の中で日本各地を旅しませんか？
記録と防災についての本を紹介します。
期間 3 月２日（火）～４月 18 日（日）
期間 3 月 2 日（火）～ 31 日（水）
場所 図書館
場所 図書館
●宮城県 月のうた／穂高 明 著
● 3.11 を心に刻んで 2020 ／岩波書店編集部 編
●愛知県 花舞う里／古内 一絵 著
●日本の地震地図／岡田 義光 著
●長崎県 グットバイ／朝井 まかて 著
●還れぬ家／佐伯 一麦 著
ほか
●震災日録／森 まゆみ 著
若い人に贈る読書のすすめ
ほか
みずみずしい感性や好奇心、柔軟な思考を豊かに持ち合 ※すべて貸出できます
わせている＜若いとき＞に読書をすることは、あとの生き
方に大きな実りをもたらします。新たな人生の一歩を踏み
読み聞かせ会
出す若い人に、ぜひ読んでもらいたい本を集めました。
ボランティアの方々による読み聞かせ会を行います。申
込みは必要ありません。お気軽にご参加ください。
期間 3 月 6 日（土）～ 4 月 18 日（日）
場所 図書館
日時 3 月 10 日（水）午前 10 時 30 分～（約 20 分間）
●空気を読む脳／中野 信子 著
場所 プラネット ’97 和室Ａ
●たちどまって考える／ヤマザキ マリ 著
対象 おもに 0・1・2 歳
●何のために本を読むのか／齋藤 孝 著
●ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい／大前 粟生 著
日時 3 月 18 日（木）午後 3 時 30 分～（約 30 分間）
ほか
場所 プラネット ’97 音楽室
※すべて貸出できます
対象 おもに 3 歳～小学校低学年

●大学・短期大学

３．１１の記録

●研究費などの多額の学資を

GoTo 読書 ～想像の旅はどこでも行ける～

（書道・舞踊・手芸・大正琴・

今月の本棚

要する学校の場合は２倍の

特設コーナー

午前 10 時～午後 5 時

民謡・パソコン・カラオケ）

図 書 館 情 報

●開館時間 平日 午前 10 時～午後 6 時 日曜・祝日
●休 館 日 毎週月曜日（祝日の場合は開館）
●問い合わせ 清里町図書館 ☎ 25-2582

額（留学する場合を含む）

Library

さんろく

【考え方】

国や民族を超えたコミュニケーションを図る上で、偏

本町の国際理解教育については幼稚園、保育所、小、中、

国際理解教育を推進するために、外国人移住者、外国

他にも外国人英語指導助手を講師とした英会話教室や

見のない社会づくりが国際理解教育では重要だと思いま 高校へ外国人英語指導助手を派遣し、日常的に英語や異
文化について学ぶ機会を設けております。
す。
語指導助手（ALT）、英会話を学びたい方が集い、英語や 町民海外派遣研修事業、交換留学事業などを実施してお
日本語で会話を行い、交流を深めることができる活動の ります。
場を提案いたします。

今後は、より身近に英語や異文化に触れることができ

また、コロナ禍に対応したオンラインでの交流事業の る環境づくりや、オンラインに対応した学習形態を検討
検討や交流を通じて、サークルや団体へ発展することを し、多くの方が英語や異文化に興味・親しみを持ち、交
望みます。

流を図ることができるよう進めていきたいと考えます。
2021.3

広報きよさと

18

