小中学校から旬の話題や作品を発信！
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北谷小学校

ラ イ フ

ア｢リの研究 パート５ ｣
〜トビイロシワアリの砂の使い方〜

Kitaya elementary school

ぼくは︑１年生から家の周り

にいるアリを研究しています︒

特に︑えさを砂で隠すトビイロ

シワアリに興味を持っています︒

今年は︑トビイロシワアリが

えさを隠す以外にも砂を使うか

中央子育て支援センター ぴこの森
日

赤ちゃんのためのふれあい
タイム♪
※予約優先

たっちで！はかろう♪
※予約優先

おか だ さだひさ

岡田 定久さん

した︒ぼくは︑えさを運ぶため

に︑砂を使って障害物に対応す

ると予想しました︒結果︑アリ

はえさを持ち帰りやすくするた

めに︑テープ上に砂で道を作る

こと︑嫌いなもの 虫
( よけリン

ふたごの日♪〜にこにこkiss〜
※予約優先
わが子だけ？はてな広場
〜集団に入りにくいちびっ子
たち集まれ〜 ※予約優先

問合せ

｢価値ある未来を､共に｣

吉川市のおいしい給食

▼吉川市では２０１６年４月か

ら︑新設の 給
｢ 食センター に
｣て
市内小中学校の給食を全て作り︑

名が勤務

30 100

981・5392

各学校へ配送する形としました︒

11

市の職員をはじめ︑栄養士︑調

理員︑配送員など約

し︑朝７時から 時 分までに︑

児童生徒約７千人分の給食を作

りあげます▼これまで地元産食

パーセント吉川産のコ

材の使用に力を入れてきており︑

お米は

シヒカリ 今(年は吉川市のブラン

ド米 吉｢川のしずく も｣使用 ︒)小
松菜やネギなどの野菜も吉川産

の使用を進めています︒また な｢

まずの里 と
７月２日の 全
｣して︑
｢
国なまずの日 に｣は︑さまざまな

な
｢ まず料理 を
｣ 給食に出してお
り︑ 学
｢ 校給食調理コンクール ｣

では 埼｢玉県学校食育研究会会長
賞 を｣受賞︒ 吉｢川市の給食はおい

へ
｣の
世｢界

イベント

詳

細

内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､赤ちゃん

3月16日

とふれあい遊びしましょう♪｢オンライン
赤ちゃんふれあいタイム｣をご希望の方は

午前10時〜正午
午後1時〜3時

右記QRコードからお申し込みください

3月19日

内容:身長計を出します。ママと測ってみよう♪

午後1時〜3時

対象:乳幼児とその保護者

対象:乳幼児とその保護者

午前10時〜正午

※保健師は来ません

3月27日

内容:ふたごちゃん､みつごちゃんと交流しましょう！

午前10時〜正午

対象:乳幼児とその保護者

午後1時〜3時

4月7日

内容:あばれん坊､がんこ､ひっこみじあんなど｢うちの子

午後1時〜3時

対象:乳幼児とその保護者

だけ？｣と困っている方､先輩ママと話してみませんか？

午前10時〜正午

日

きよみ野1 1

☎984･1888

時

3月18日

983･5500

詳
を直します

3月27日
3月22日

場所:ミーティングルーム4

午前10時〜11時30分

サポセンPR事業＆展示会

午前9時30分〜午後5時30分

うだい展｣〜

午前9時30分〜午後7時

定員:10人 申込:3月13日 から電話または直接､窓口へ

23日 ･24日

どの展示

25日

きよみ野1 1

☎984･1889

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)
イベント

｢あらいぐまラスカル｣

視聴覚ライブラリー

開館時間／午前9時〜午後7時
イベント

読書サロン〜好きな本について
おしゃべりしませんか？〜
ぬいぐるみおとまりかい

ライブラリーおはなし会

日

※感染症対策のため入場制限あり

983･5500

午後2時〜3時30分

木売1-5-3

詳
細
場所:フィットネスルーム 定員:15人
申込:電話または直接､窓口へ

☎981･8113

981･8114

【休館日】毎週
日

3月19日

おはなし会はこちら

休館日】毎週

時

3月29日

内容:個展を開催した､サポートセンターの看板娘｢さっぴ
ー｣作者のイラスト画やワイヤーアート､さっぴー作品な

午前9時30分〜午後5時

市立図書館

費用:部品代が掛かる場合もあり

場所:生活工房1･2 対象:小学生(2年生以下は保護者同伴)

｢折り紙であそぼう｣

〜あめり＆りんたろうの｢きょ

細

場所:生活工房1 内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃ

午前10時〜正午

春休み子ども映画会

な取り組みも行なっています▼

コロナ禍においては︑ 保｢護者の

負担軽減 と｣して︑給食費据え置
きで︑土曜授業日での給食提供

や︑需要が低迷している食材の

需要喚起を図るために︑関連団

体から 埼｢玉県産の牛肉 や｣ 愛｢媛

県産の真鯛 な｣どを無償提供いた
だき︑献立に取り入れるなど︑

社会状況にも呼応した活動を展

開しています▼そうした中で︑

子どもたちから寄せられる 給｢食

おいしい！ と｣いうお手紙などは
大変うれしく︑励まされます︒

現在は中止していますが︑平時

であれば︑そうした 吉｢川市のお

いしい給食 を｣市民の皆さんにも
試食していただけます 要
(予

約 ︒)ぜひ︑多くの方々に吉川市
自慢の給食や給食センターの取

子どもたちに人気の
なまりんのイラスト

が入った配送車

り組みについて知っていただけ

ればと思います︒

吉川の給食はすべ
てここで作ってい
ます
広報よしかわ2021.3

しい！ と｣評判です▼ 食｢育 に｣も
取り組んでおり︑栄養士が各ク

ラスに出向き 栄｢養 や｣ 命｢をいた
だく感謝 に｣ついての授業を行っ

たり︑ 世
｢ 界の国々 や
｣ 本
｢
関心に結びつくようにと︑

の料理 や
｣ 本
｢ の中に出てくる料
理 を｣献立にするというユニーク

7

100

☎982・5112

☎971･8865

開館時間／午前9時〜午後9時(市民活動サポートセンターは午後6時まで) ※おあしす利用申し込みは午後8時まで
【休館日】3月3日 ･17日
※運動教室については､おあしすのホームページまたはチラシをご覧ください｡

あつまれ！放課後子どもクラブ

政策室

時

おあしす･市民活動サポートセンター

おもちゃの病院

市長コラム

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

祝 (3月6日･27日除く)､3月15日
開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
※中央子育て支援センターの利用については､市ホームページでご確認ください｡

イベント

5年

グ等 に
) は砂をかけることがわ
かりました︒ぼくは予想が当た

り︑とてもうれしかったです︒

また︑アリはえさを確認してか

ら︑砂で道を作っていてかしこ

いと思いました︒

アリの砂置きは︑えさの大き

予選｣で奨励賞を受賞しました｡

さや巣からの距離と関係があり

研究発表の一部｡
なお､本研究は｢埼玉県児童生徒理科研究発表会埼葛支部

どうかを調べました︒方法とし

ては︑えさの周りに障害物 両
そうなので︑来年はその点を調
(
面テープや水︑虫よけリング等 ) べてみたいです︒

を置き︑アリの行動を観察しま

SCHOOL LIFE

○定員を設けているものは､原則すべて先着順です｡
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○申し込みが必要ない講座やイベントは､当日直接会場へお越しください｡

時

詳
場所:4階多目的室

細

定員:6人

午前10時〜11時30分

申込:電話または直接､窓口へ

11時

伴)

3月26日

場所:4階多目的室

3月20日 午後3時〜4時･ 場所:4階多目的室 内容:20日おはなし会､21日ぬいぐる
21日 午前10時30分〜 みおむかえ 対象:3歳〜小学3年生(未就学児は保護者同

午前11時〜11時30分

定員:10組

申込:電話または直接､窓口へ

対象:未就学児とその保護者

定員:10人 申込:電話または直接､窓口へ
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