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No.

新庄

平成30年２月28日現在
（ ）内は先月比
男… … …455人(＋2）
女… … …500人(＋1）
計… … …955人(＋3）
世帯数… 393戸(＋2）

立ち上がろう

・平成30年３月20日発行 ・〒717−0201 岡山県真庭郡新庄村役場総務企画課 ☎(0867)56−2626 FAX56−2629 ・冨士印刷㈲印行
・新庄村のホームページ http://www.vill.shinjo.okayama.jp/
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道の駅が ルオープンします。
リニューア

４月４日（水）のオープンに向け、着々と
準備を進めています。（関連記事４面）
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平成 年度農マル園芸
拡大生産者会議
﹁平成 年度農マル園芸拡
大生産者会議﹂が２月 日︑
コンベックス岡山で開催され
ました︒
農マル園芸では各事業と計
画報告の後︑野菜︑花卉果物︑
加工品部門で年間出荷高に貢
献した生産者が表彰され︑源
流農産物の会が新庄村生産者
の代表として野菜部門の表彰
を受けました︒源流農産物の
会での１年間の生産者の熱意
と努力に感謝を意を述べられ
ました︒
源(流農産物の会 事務局 )
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３月４日︵日︶に︑講演会
﹁染井吉野短命説とがいせん
桜﹂を開催しました︒日本の
サクラの研究の第一人者であ
る勝木俊雄先生の講演が聞け

講演会
染｢井吉野短命説と
がいせん桜 開｣催
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平成 年度第２回国民
健康保健運営協議会

方もこれまでと変更ありませ
ん︒
今回の制度改正について︑
ご不明な点があれば︑住民福
祉課までお問い合わせくださ
い︒
︵住民福祉課 渡辺︶

がいせん桜まつり
実行委員会開催
４月 日︵日︶に開催する
﹁がいせん桜祭り２０１８﹂
の運営を担う実行委員会を︑
２月 日︵火︶に立ち上げま
した︒
今回は昨年の反省点や改善
点を共有し︑出店団体のとり
まとめや駐車場での集金等を
含め︑今年度の運営方針につ
いて話し合いました︒
実行委員会では一人でも多
くの方にご参加をいただき︑
運営の輪を広げていきたいと
考えています︒運営にご協力
いただける方はお近くの役員︑
または支援事務局までご連絡
をお願いいたします︒
▼実行委員会支援事務局
産業建設課内
０８６７ ５-６ ２-６２８
︵桜まつり実行委員会︶
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２月 日︵火︶に︑今年度
第２回目となる新庄村国保運
営協議会を︑役場創生セン
ターで開催しました︒
今回は︑新年度の国保会計
当初予算や︑平成 年度の国
保税率について協議を行いま
した︒
現在のところ︑現行の国保
税率で集めた国保税や︑これ
まで積み立ててきた国保基金
で︑財政運営が可能であると
思われるため︑国保税の改正
は行わないこととしました︒
平成 年４月から国保制度
が改正され︑国保運営に県が
加わります︒各市町村は︑県
に納付金を支払う義務が発生
しますが︑市町村が負担した
医療費については︑県から交
付金が交付されるため︑市町
村の国保財政が安定的に運営
できることになります︒
このように国保制度は変わ
りますが︑国保に加入されて
いる皆さんの医療機関へのか
かり方は変わりません︒ま
た︑各種申請や届出等も︑こ
れまで通り︑住民福祉課の窓
口で行います︒保険税の納め

る貴重な機会とあって︑村内
から計 名の皆さんにお越し
をいただきました︒
講演は栽培品種としての染
井吉野の歴史の解説に始まり︑
一般にいわれる染井吉野の
﹁短命説﹂は生物学的に否定
できること︒また︑実際にが
いせん桜を調査しての所見な
ど話題は多岐にわたり︑聴講
に訪れた皆さんは熱心に聞き
いっていました︒
講演後の質疑応答において
も村民の皆さんから活発な質
問が出され︑勝木先生がひと
つひとつの疑問に丁寧に回答
される姿が印象的でした︒
お話の中で勝木先生が特に
強調された﹁処置経過を評価
し︑記録すること﹂︑﹁保全
の目的を明確にし︑村全体で
合意形成をすること﹂につい
ては村として施策を検討し︑
実現に向けて関係者の皆さん

と対話を進めていきます︒
なお講演の様子は後日ケー
ブルテレビで放映する予定で
すので︑ぜひご覧ください︒
︵産業建設課 山田︶

真庭版DMO
一
｢(社 真)庭観光局 へ｣
の参画について

３月６日︵火︶に開催され
た︵一社︶真庭観光連盟の臨
時総会において︑真庭観光連
盟の定款変更が承認され︑新
庄村も参加して広域連携
*MOとして新たに発足する
D
﹁︵一社︶真庭観光局﹂への
組織移行が正式に承認されま
した︒
このことにより︑新庄村は
平成 年４月１日より︑﹁真
庭観光局﹂の一員として真庭
市との連携を一層深めなが
ら︑観光振興を推進していく
こととなります︒
引き続き︑村民の皆さまに
は観光行政へのご協力をいた
だきますよう︑よろしくお願
いいたします︒

︵産業建設課 山田︶

*DMO…Distination Management Organiの略︒旧来の観光振興組織に代わっ
zation
て︑客観的なデータに基づくマーケティン
グによる 観｢光地経営 を｣行う組織の総称︒
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地域資源を活用した
土曜日教育 自(然体験
教室 開)催

in

岡山市の京山公民館︑京山
地区ＥＳＤ推進協議会主催の
﹁冬の源流体験エコツアー
新庄村﹂が２月３日︵土︶︑
新庄村内で開催されました︒
新庄村から８名の小学生・保
護者が参加し︑岡山市からの
参加者と併せ約 名で新庄の
冬を満喫︒黒田眞路さんを講
師に雪の斜面を滑ったり︑雪

の中から野菜を掘ったりしま
した︒
岡山市の子どもたちは雪の
多さにびっくり︑新庄の子ど
もたちと雪合戦など夢中に
なって遊んでいました︒また︑
旭川の上流域・下流域の交流
にもなったようです︒
今後も︑このような活動を
通して︑ふる里の良さを知り︑
ふる里を愛する子どもに育っ
てほしいと願います︒
︵教育委員会 前田︶

広島県宮島小中学校の
小中一貫教育を視察
２月 日︵火︶︑広島県廿
日市市の宮島小中学校を訪問
し︑小中一貫教育の取組につ
いて小松校長先生から説明を
いただきました︒
宮島小中学校は︑﹁自己の
未来を切り拓いていく児童生
徒の育成﹂を教育目標に掲げ
て小中一貫教育を実践してい
ます︒小中学校の文化の違い
がある中︑職員室を一つにす
ることで互いの苦労を理解し
ながら︑教員全員で子どもた
ちを育て︑９年間を見通した
児童生徒主体の活動や地域の
特色を生かした教育活動を
20
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行っています︒
また︑世界遺産である厳島
神社には多くの観光客が来島
することから︑ボランティア
ガイドとして観光客と接する
ことにより︑コミュニケー
ション能力が自然に身につい
ているようです︒
新庄村では︑ 年度から小
中一貫教育を推進するにあた
り協議会を立ち上げ︑地域︑
保護者及び学校関係者の意見
を取り入れながら︑地域の実
態に即した小中一貫校となる
よう検討していきたいと考え
ています︒
皆様のご理解︑ご協力をよ
ろしくお願いします︒
︵教育委員会 山田︶
30

お元気ですか？

﹃美しい
食べ方とは？﹄

今回は︑美しい食べ方とは
どのようなものか︑について
取り上げます︒
食べているときの姿勢や箸
の使い方︑食べ終わった後の
食器のきれいさ︑等を心がけ
てみてください︒まずは姿勢
ですが︑背もたれにもたれか
かったり︑机に肘をついて前
屈みで食べていませんか︒き
ちんと背筋を伸ばして座って
食べることで︑食べ物が胃に
落ちやすくなり消化もスムー
ズに行えます︒そして︑日本
食に欠かせない箸を正しく持
ち︑正しく扱うことができて
いるでしょうか︒ナイフや
フォークといったレストラン
で必要とされるテーブルマ
ナーも大切ですが︑日常的に
使う箸のマナーも見直してみ
ましょう︒最後に食べ終わっ
た後の食器は︑きれいでしょ
うか︒お茶碗には米粒が残っ
ていないか︑食べ残しはない
か︑さかなの骨からきれいに
身が取れているか︑など食器

がきれいになるように食べる︑
ということをひとつの目安に
してみてください︒お米一粒
には の神様が宿る︑とも言
われています︒米どころ新庄
村だからこそ︑お米一粒を大
切にしたいですね︒また︑食
べ残しがないように量を考え
て買い作ることは︑残食を無
くすことにもつながります︒
食事のマナーで忘れてはい
けないものが﹁感謝の心﹂で
す︒食事のはじめには︑﹁い
ただきます﹂食べ終わったら
﹁ごちそうさま﹂の挨拶を行
います︒これは︑命や作って
くれた方に感謝︑美味しかっ
たですという気持ちを込めて
行うものです︒最近では仕事
をしながらなど他のことと一
緒に行う﹁ながら食べ﹂が増
え︑食事の前も後もわからな
いといった状況もあるようで
す︒いただきます︑ごちそう
さまの挨拶を心がけるだけで
も食事としての区切りが生ま
れるのではないでしょうか︒
春になり︑お花見や外での
食事が増えてきます︒美しい
食べ方を心がけ︑楽しく食事
をしましょう︒
︵住民福祉課 大塚︶
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﹁戸籍の動き﹂への掲載希望
について︑遠慮なく住民福祉
課までご連絡ください︒

１月期の交通事故・違反者発生状況
区

分

村
１月期

内

真庭圏域内

本年の累計

１月期

本年の累計

事
故

件

数

0

0件

5

5件

死

者

0

0人

0

0人

重

傷

0

0人

0

0人

軽

傷

0

0人

6

6人

（総務企画課 小畑）

「咲蔵家.」
運営事業

事業内容

テレワークを推進するた 平成30年2月末のテレワーカー
原稿データ
めの仕事獲得及びテレ は16名となっており、
入力やアンケート調査結果入力
ワーカーの人材育成研修
を行っています。
コミュニティスペースや会議室は、
テレワーク拠点施設「咲 セミナーや各種打合せ、観光客
蔵家.」
の運営
の休憩等で月平均300名の利用
があります。

財源
国補助金
村委託料

〃

小中学生の希望者を対象に、課
デザイン思考を通じた創 題を自ら発見し、
解決策の検討と
造力豊かなグローバル人 実践を重ねて新たなアイデアを
材の育成
生み出すデザイン思考を取り入
れた教室を無料で開いています。

ふるさと
納税

ふるさと納税
推進事業

寄附額増加に向けた取
組み及び行政事務全般
の支援、
返礼品の管理及
び発送業務

取組みの結果、
平成28年度寄附
額は、
2億5千万円、
平成29年度
寄附額
（見込）
は、
5億5千万円と
なっています。

村委託料

特産品
開発事業

村内で生産された農産物を使用
村内で生産された安全安
した新商品として、
ドライトマトの
心な農産物を使用した新
加工品やがいせん桜マンホール
商品の開発
の刻印が押された煎餅などを開
発しています。

単独

としていますが︑企業理念に
﹁利益は地域活性化の取組み
に再投資する﹂を掲げている
ことから︑単独事業でも村民
を臨時職員に雇用したり︑特
産品開発を行うなど︑地域活
性化に貢献しています︒

新庄っ子
人材育成事業

株( ま)ちづくり新庄村
︵平成 年 月設立︶
の会社概要

テレワーク人材
育成事業

事業概要

道の駅リニューアル
オープン

事業名

村と民間企業の共同出資で
設立した 株( ま)ちづくり新庄
村も設立から２年余りが経ち
ました︒
この間︑村のまちづくりと
地域活性化のために各種事業
に取組んできました︒国の補
助金や村からの委託料を財源

■これまでの主な取組み

月の納税

税︵ 期︶

10 10

改修を進めてきました﹁道
の駅 がいせん桜 新庄宿﹂が
来る４月４日︵水︶ 時にリ
ニューアルオープンします︒
新しい道の駅は︑村民の皆
さんが生産した農産物や村の
観光資源を来村者に発信する
拠点として︑また村民皆さん
自身がくつろげるコミュニ
ティスペースとして開かれた
運営を行います︒
是非︑足をお運びいただき
ますよう︑お願いいたします︒
︵産業建設課 竹本︶
11

３

保

２

お
知
ら
せ

国

15 12 15 12

月 日︵月︶

13 10 13 10

４

介 護 保 険 料︵ 期︶

12

後期高齢者保険料︵９期︶

26

４

納期限

４

年 金 相 談

月の年金相談日をお知ら
せします︒
日 時
月 日︵木︶ 時〜 時
時〜 時
月 日︵木︶ 時〜 時
時〜 時
場 所
真庭市役所久世本庁舎
相談内容を把握するため︑
※
前日までに必ず予約をお願
いします︒
予約先
津山事務所 お客様相談室
２３６５
℡０８６８
年金番号がわかるものと︑
本人確認ができる免許証︑保
険証などを持参してください︒
また︑代理の場合は委任状が
必要です︒

︵住民福祉課︶

−
31
−

４

︽戸籍の動き︾
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﹃クリーン作戦﹄の
お知らせ
狂犬病予防法により︑生後
日以上の犬には登録と年１
回の狂犬病予防注射が義務付
けられています︒
予防注射後は︑注射済票の
交付を受け︑飼い犬の首輪等
に付けるようにしましょう︒
新庄村では︑次のとおり平
成 年度の狂犬病予防注射を
実施します︒最寄りの会場へ
お越しください︒
なお︑動物病院などで接種
し︑﹁注射済票﹂の交付を受
けていない人は︑﹁狂犬病予
防注射済証﹂をお持ちのうえ︑
役場住民福祉課で必ず注射済
票の交付を受けてください︒
︵住民福祉課 法花︶

犬の狂犬病予防
注射を行います
国民健康保険に入るとき︑
やめるときには 日以内に届
出が必要です︒
国保加入者だった方が︑就
職などで職場の健康保険に加
入しても︑自動的に国保の資
格が無くなることはありませ
ん︒役場での国保脱退の手続
きが必要となりますのでご注
意ください︒
届出が遅れると︑保険料を
二重に納めることになったり︑
医療費を返還しなければなら
なくなる場合があります︒就
職や進学︑転入・転出など︑
ご家族に異動があった場合は︑
早めに住民福祉課に届け出て
ください︒

国民健康保険からの
お知らせ

14:10〜14:50

役場前

15:45〜16:15

役場前
4月９日(月)

国保に入るとき
・︵国保加入者が︶他市町村
から転入するとき
・退職等で職場の健康保険を
やめたとき
・︵国保加入世帯に︶子ども
が誕生したとき
国保をやめるとき
・︵国保加入者が︶他市町村
へ転出したとき
・職場の健康保険などへ加入
したとき
・ 歳になり後期高齢者医療
制度へ加入したとき
︵･国保加入者が︶死亡した
とき
使
※用しなくなった国民健康
保険証は︑誤って使用するこ
とを防ぐため︑住民福祉課へ
返却してください︒
︵住民福祉課 渡辺︶

物語はじまりそうな今朝の雪

空からの便り受けとめボタン雪

点滴の落ちるが如く氷柱溶け

大月

宇田

金盛

幸子

弘通

啓子

芳郎

寛一

冴返る針千本の木々の枝

湯浅

田中

今月の俳句

14

節分の日の句会にて豆貰ふ

協 会けんぽ岡 山

☎０８６−８０３−５７８０

協会けんぽ岡山支部

お問い合わせ先

平成30年3月分(4月納付分)から

介護保険料率は引下げ

健康保険料率を据置き

75

︵新庄村俳句教室より︶

美しい自然を守り︑快適な
環境づくりを推進するため︑
﹁美しいメルヘンの里づくり
の日・一斉清掃活動︵クリー
ン作戦︶を実施します︒
村民皆様多数のご参加をお
願いします︒
◆日 時
４月１日︵日︶
午前８時から２時間程度
◆場 所
村内集落周辺の道路や河川
◆内 容
空き缶・ビン等不燃物・紙
くず等可燃物の収集
◆収集場所
ふれあいセンター
北側駐車場
小
※雨決行
中
※止の場合は告知放送でお
知らせします︒
空
※き缶・ビン・ペットボト
ルは洗って下さい︒
ゴ
※ミは分別して下さい
家
※庭のごみは出さないで下
さい︒
今
※回も収集用のごみ袋は配
付しません︒家庭にある紙
袋等をご利用下さい︒
︵住民福祉課 法花︶
13:30〜14:00

カケ住宅
バス停留所前

5月23日(水）
（予備日）

3,050円
550円
3,000円
注射手数料
注射済票交付手数料
登録料

91

場 所

30

時 間
月 日
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協会けんぽ岡山支部からのお知らせ

健康保険料率10.15％、介護保険料率1.57％

・協会けんぽは、中小企業等で働く従業員とその家族の皆様が加入する健康保険です。
・任意継続被保険者は平成30年4月分保険料から変更となります。

新庄村の四季
写真コンテスト

第11回

泰偉

◆講評 これまでにない題材の作品︒とにかくモデルの女性のたたずま
いが自然ですばらしい︒旅の﹁相棒﹂モーターサイクルの︑まるで人格
を持つような存在感は︑この写真の準主役であることを主張︒背景の大
きく美しいボケは２つの点でたいへん効果的︒
まずは︑人がたくさんいることを表しながら︑まったくメインモチー
フの邪魔にならない︒そして︑桜を﹁桜色﹂のマスとして描くことでや
わらかさを保ちながら︑ボリューム感を演出している︒良い作品です︒
ち
※な み に 作 者 は モ デ ル の 人 物 の 了 解 を ︑ 口 頭 で 得 て い る ︑ と い う こ
とです︒大切なことです︒

︵倉吉市︶山中
○︻グランプリ︼﹃バイク一人旅﹄

平成30年３月20日発行（6）
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２月９日︵金︶︑ 日︵木︶新庄村創生センターにおいて︑平成 年度
﹁新庄村 四季写真コンテスト﹂の審査会を開催しました︒村内外から 点
の応募があり︑写真家の森本二太郎先生︑小倉村長︑磯田議長による厳正
な審査が行われました︒
入賞作品については次のとおり写真にて紹介します︒

◆講評 厚みのある雪でずしりとおおわれ
た稜線︑そこに届きそうに垂れこめる雲︒隙
間から見える青空︒雪山の空気感が伝わって
くる画面に︑スノーシューハイクを楽しむ２
人の人物の配置が適切です︒リアリティがあ
ります︒ここに同時にいなければ撮れない写
真ですね︒ダイナミックですてきな写真です
が︑プリントの質感が今一つなのが残念︒

︵津山市︶森安 卓哉

○︻特選︼﹃雪も楽し！毛無山﹄

15

29

◆講評 場面をセッティングしての写真
なのでしょうか︒想像をかきたててくれ
るシーンですね︒２人の若者もそれぞれ
アンニュイな雰囲気をかもしていて︑そ
れをまた古びた下駄がさらに増幅してい
る︒右奥に白く浮かび出るウバユリの花
は︑心にくい演出です︒

○︻特選︼﹃幻 想﹄
︵真庭市︶仲田 耕吉

62

第433号

庄
新
報
広
（7）平成30年３月20日発行

○︻特選︼﹃桜を守る﹄︵津山市︶小村 政充
◆入選

﹃ 矢(吹 婆)さんの花畑﹄

◆入選

◆入選

︵新庄村︶柴田 定延

◆入選

◆講評 写真としては少々荒いけれど題材︑場面設定が新鮮で
魅力的です︒作業する人の力のこもった声が聞こえてきそうで
わくわくします︒見物の人の表情にもう少し目配りしてくださ
ると︑いいですね︒

◆入選

﹃ 夜のがいせん桜通り﹄

︵岡山市︶石井 貴志

﹃実りに感謝﹄
︵新庄村︶田中 寛一

﹃豪雪出雲街道﹄
︵真庭市︶木浦 正夫

﹃春・河川の桜並木﹄
︵新庄村︶西村 和仁

◇総評

︵産業建設課 山田︶

審査員長 森本二太郎

おります︒

くさんご応募くださるよう願って

た感覚がキラリと光る作品を︑た

また来年も︑新鮮で生き生きし

きたいと思います︒

影することは︑厳に慎んでいただ

意向を考慮せず︑発表を前提に撮

ただ︑特定の個人を︑ご本人の

マとしても大切だと思います︒

共にある人の存在は︑写真のテー

新庄村は 大｢自然 で｣なく人が暮
らしを営む里なので自然︑風景と

にもそれが反映されています︒

品が多く提出されました︒入賞作

今回は︑人物を題材に含めた作

◆入選『野仏の装い』
（福山市）瀧口
誠
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社協だより

理想の福祉を目指して
実績報告など︑年度末に行う
書類作成の流れについて確認
しました︒
後の懇親会では︑各クラブ
の活動に関する意見交換を行
いながら︑親睦を深めました︒

４月の予定

平成 年度
県老連等事業予定

８月 日
高齢者地域リーダー研修会
︵津山市︶
９月 日
真庭地域老人クラブ
スポーツ大会︵蒜山︶
月 日
岡山県総合社会福祉大会
︵岡山市︶
２月中旬
市町村老連正副会長会議
︵瀬戸内市︶
２月下旬
老連女性委員会総会
︵岡山市︶
市町村老連事務担当者会議
︵岡山市︶
３月中旬
第２回県老連評議員会
︵岡山市︶
24

21

デイサービスの
活動紹介

11

老人 ク ラ ブ 連 合会の活動
あちらこちらから花の便り
が聞こえます︒新庄村のがい
せん桜の開花ももうすぐです
ね︒
各単位クラブ役員の皆さん
は︑年度末の作業に追われて
いることと思いますが︑期限
内の提出をよろしくお願いし
ます︒
上旬 平成 年度会計監査
上旬 平成 年度第１回女性
部会
中旬 平成 年度第１回役員
会
30 29

30

２月の活動状況
６日 鳳寿のつどい
︵戸島公民館／ 名︶
日 平成 年度合同会議
︵ 名︶
懇親会
︵ 名︶
日 市町村老連事務
担当者会議︵事務局︶
19 20

13

平成 年度合同会議

て頂きました︒利用者様から
学ばせて頂く毎日です︒
また︑２月は乙女ときめく
バレンタインデーにちなんで︑
おやつクッキングを行いまし
た︒昔どんなおやつを食べて
いたか？など話し合い︑﹁現
代風ながし焼き︵ホットケー
キ︶﹂を作ることに決定！み
んなでホットプレートを囲み︑
ワイワイと生地を焼き︑イチ
ゴやチョコレートなどのデコ
レーションをして完成︒﹁か
わゆうできて︑食べるんが

もったいないが〜︑でも食べ
るけどな〜︵笑︶﹂といいつ
つ︑昔の恋愛話をしたり︑次
は何を作ろうかなどと盛り上
がりました︒

︻ご寄付︼

月１日〜 月 日
新庄村社会福祉協議会に次
の方からご寄付をいただきま
した︒
◆香典返し
澤田 秀忠様
厚く御礼申し上げます︒

28

社協へのお問い合わせ
村内無料電話
３ ３
―１０６

２

10

２月８日は﹁お針供養︵事
始め︶﹂使い終わった針を豆
腐に差し︑デイサービスのフ
ロアに設置した﹁ふれあい神
社﹂にて供養しました︒﹁今
まで有り難う︑これからも裁
縫が出来るよう宜しくお願い
します﹂と拝まれる方もおら
れ︑物を大切にする心を教え

２

30

５月 日
老人福祉大学申込締切
６月 日
県老連定時評議員会
︵岡山市︶
６月 日
老人福祉大学開講
︵津山市︶
６月 日
県老連女性委員会総会
︵岡山市︶
16

15

29

各単位クラブの会長・副会
長・女性部長が一同に会し︑
平成 年度の合同会議を開催
しました︒
平成 年度の連合会事業実
施状況を確認し︑老人福祉活
動事業費補助金交付申請及び
29

29

22

27

29

16

22
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ボランティア交流会

２月27日（火）、５校時にボランティア交流会

次に、小学校の運営委員が用意した『新庄に関

を行いました。これまでお世話になったボラン

する○×クイズ』を一緒にしました。

ティアの方々に感謝の気持ちを伝える会です。約

謝の気持ちを込めて、歌『スキー』『校歌』と、

20名の方においでいただきました。

５・６年が作った『ひめのもちの粉入りクッ

まず各クラスからそれぞれの活動内容やその時
に学んだことの報告をしました。毛無山登山、新

最後に感

キー』をプレゼントしました。
小学校に対して多くのボランティアの方々が関

庄の自然、ひめのもち、サルナシ、歴史、傘踊り、

わってくださっているありがたさを、改めて感じ

読み聞かせ、畜産、バス、交通安全等、たくさん

ることができました。
（新庄小学校

の報告がありました。グループごとに壁新聞やプ

岡田）

レゼンソフト等使って工夫をしていました。

中学校だより

私の主張発表会

〜新庄っ子の思い、堂々と〜

２月５日（月）に落合総合センターで第35回中

二人とも新庄の代表としてすばらしい発表をし

学生による「私の主張発表会」が開催され、本校

てくれました。また荒川さんは優秀賞を受賞し、8

からは１年生の杉本萌恵さんと、２年生の荒川り

月に開催される、中学生による「少年の主張県大

のさんが代表として出場しました。

会」への参加候補の一人に選ばれています。

杉本さんは、ニュースなどで度々耳にすること
ばから、差別って何だろう？と疑問を投げかけま
した。そして自分の家族に関する体験談をもとに、
自分がどのように人と関わって生きていきたいか
を、明瞭な声でしっかりと伝えることができてい
ました。
荒川さんは、命の重さという題で、家族とのエ
ピソードを交えながら、差別や虐待がなくなって
ほしいという願いを訴えました。自分が生まれて
きたことに感謝し、幸せな生活を目指していこう
という建設的な主張は聞き手の心に強く響いてく
るものでした。

（新庄中学校

河井）

広
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真庭キッズサッカー
フェスティバル参加

２月25日（日）、真庭市勝山運動公園で、第２
回真庭キッズサッカーフェスティバルが開催され、
真庭圏域から計25チームが出場しました。
この大会は９歳以下の子どもを対象に、サッ
カーを身近に味わえる機会の提供、また、スポー
ツの楽しさを体験してもらうことを目的に開催さ
れたものです。
新庄村ジュニアスポーツクラブからは９歳以下
のスポーツ部門に９人のクラブ員が参加しました。
冬の期間は外での練習ができず、室内での活動ば
かりだったため、久しぶりの外での活動にみんな
喜んで試合に臨んでいました。結果は３試合行い
１敗２引き分けでしたが、接戦となる場面もあり
応援している保護者も力が入る試合でした。試合
は低学年を含めたチームでしたが、これからの新
庄チームの戦力となってくれることを期待してい
ます。
当日は寒い中、指導者・保護者の皆様にご協力
をいただきありがとうございました。
（ジュニアスポーツクラブ）

新庄村ジュニアスポーツクラブ
解団式
３月３日（土）、新庄村ジュニアスポーツクラ
ブの解団式を行いました。
小学校体育館にて、クラブ全員でカローリング
（室内版カーリング）を体験した後、保護者の方
も交えて、ソフトバレー部員はソフトバレーを行
い、サッカー部員は中学校体育館でまにわ合戦
（室内版雪合戦）を楽しみました。

新

庄
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第７回真庭市親睦まにわ合戦
２月25日（日）、真庭市白梅総合体育館にて開
催されたまにわ合戦に、新庄村ジュニアスポーツ
クラブ員９名が参加しました。
まにわ合戦は、真庭発祥のニュースポーツで、
室内版雪合戦の要領で、球に当たらないように相
手の旗を奪ったチームが勝つ競技です。
この競技に初めて参加するクラブ員も多く、な
かなか攻めることが出来ずにいましたが、スキを
ついて相手コートまで走り、旗を取ったセットも
ありました。対戦した木山野球部Ｂチームの速い
球にも恐れることなく、楽しくプレーすることが
出来ました。
試合の進行が早く、素早く行動しないと次の試
合に間に合わないのではないかと心配でしたが、
全員が係員の指示に従い素早く行動でき、素晴ら
しいことだと思
いました。来年
度もスポーツを
楽しみながら、
様々なことを学
んで欲しいと思
います｡
また、保護者
の皆様には送迎
等大変お世話に
なりました。あ
りがとうござい
ました。
（ジュニアスポーツクラブ）

昼からは公民館で、
６年生を送る会を行い、
活動のふり返りを行い
ました。
６年生から「指導し
て頂いたおかげでルー
ルが分かるようになり、プレーできた」「人数が
少なくなるけど、来年もがんばって欲しい」とい
う指導者や後輩へ向けた言葉があり、後輩からは、
「一度言われたことを何度も言われないようにし
たい」など、来年度に向けた抱負が聞けました。
指導者、保護者の皆様には大変お世話になりま
した。クラブは、技術だけでなく、精神的にも成
長できる場所であると思います。興味のある方は
入部をご検討ください。
（ジュニアスポーツクラブ）

再生紙を使用しています

