
 

 

◆教育委員会が開催する1年間の事業予定をお知らせします。 

№ 開催日 講 座 内 容 備  考 

1 

5/22(火)13:30～ 

5/24(木)09:30～ 

〔なるほど！学びの場〕 

ソーセージづくり体験教室（Ａグループ） 
～食肉加工・腸詰め、燻煙、袋詰め作業～ 

牛乳と肉の館 

65歳以上を対象 

各グループ５名程度 

※参加料あり（食材料費） 

スマイルP対象 
5/23(水)13:30～ 

5/25(金)09:30～ 

〔なるほど！学びの場〕 
ソーセージづくり体験教室（Ｂグループ） 

～食肉加工・腸詰め、燻煙、袋詰め作業～ 

2 
5月30日（水） 

18:30～ 
春の体力測定会 

～体力年齢を把握してみませんか？～ 

20歳以上を対象 農環センター  

※参加無料、スマイルP対象 

3 
6月16日（土） 

18:30～20:00 
生涯学習講演会 

～講師 気象予報士 森田 正光 氏 他1名～ 
交流センター（役場併設） 

※入場無料、スマイルP対象 

4 
6月24日（日） 

7:30～12:00 

〔親子ふれあい事業〕 
親子で自然観察会 

村内を巡回して身近な自然を観
察しよう！ ※参加無料 

5 
7/26、27、30 

（3回） 
ジュニアスイミングスクール 
Ａグループ10:00～11:00 Ｂグループ11:00～12:00 

泳げない小学生を対象に、村営プ
ールで実施！ ※参加無料 
各グループ２０名程度 

6 
8/  ～   

（3日間） 

〔小学生学習意欲向上サポート夏季事業〕 
小学生わくわく学習会 inさるふつ 

札幌の大学生が先生役。勉強や実
験、クッキングを楽しもう！ 
※参加無料 

7 
9月1日（土） 

15:30～ 

〔後援事業（主催 子育て支援センター）〕 
猿払村PTA連合会研究大会＆子育て講演会 

～講師 絵本作家 宮西 達也 氏～ 

交流センター（役場併設） 
託児あり 
※入場無料、スマイルP対象 

8 
9月20日（木） 

9:00～12:00 

〔なるほど！学びの場〕 
パンづくり体験教室 

～協力 ななかまどの会～ 

楽遊館でパンづくりを体験！ 

65歳以上を対象 １０名程度 

※参加料あり（食材料費） 

スマイルP対象 

9 
9月26日（水） 

18:30～ 
秋の体力測定会 

～体力年齢を把握してみませんか？～ 

20歳以上を対象 農環センター 
※参加無料、スマイルP対象 

10 

10月10日（水） 

14:00～15:00 

18:45～19:45 

バランスボール体験教室 
～バランスボールで筋力UP!!～ 

農環センター 各２０名程度 

※参加無料、スマイルP対象 

11 11月  日（  ） 
社会教育委員によるミニ講座 

～その道のプロに学ぼうシリーズ～ 

役場会議室 

※参加無料、スマイルP対象 

12 
10/  、  、  

（3回） 

〔小学生学習意欲向上サポート事業〕 
小学生テレビ学習会 

～インターネット回線を使ったテレビ学習～ 

稚内の大学生が先生役。 
小学5・6年生を対象（予定） 
※参加無料 

13 
1月17日（木） 

18:30～ 
冬の体力測定会 

～体力年齢を把握してみませんか？～ 

20歳以上を対象 農環センター 

※参加無料、スマイルP対象 

14 1月19日（土） 4・5歳児 スキー体験会 
交流センター（役場併設）他 

保護者同伴 ※参加無料 

15 

1/22、24、28、30 

2/1（5回） 

18:45～19:30 

小学生ナイタースキースクール 
～スキーの楽しさを知って上手になろう!!～ 

小学生を対象 ※参加無料 

1/30はバッチテストを実施 



№ 開催日 講 座 内 容 備  考 

16 
1月26日（土） 

10:30～ 

〔親子ふれあい事業～子育て支援センター共催事業〕 
パパとクッキング 

子供と父親を対象 
保健センター  
※参加料あり（食材料費） 

17 
1月30日（水） 

18:30～20:00 

ジュニアスキーバッチテスト 
～がんばって合格をめざそう!!～ 

村営スキー場 
小・中学生を対象 ※検定料あり 

18 
2/  ～   

（3日間） 

〔小学生学習意欲向上サポート冬季事業〕 
小学生わくわく学習会 inさるふつ 

札幌の大学生が先生役。勉強や実
験、クッキングを楽しもう！ 
※参加無料 

19 
2月23日（土） 

9:30～13:00 

その道のプロに教わろう 

和菓子づくり教室（うぐいす餅・さくら餅） 

18歳以上を対象 １６名程度 
保健センター 
※参加無料、スマイルP対象 

20 
3月10日（日） 

8:00～12:00 

〔親子ふれあい事業〕 
スノーウォークで自然観察会 

3月の自然を観察しよう！ 
１５組程度  ※参加無料 

 

 

 

№ 開催日 事 業 内 容 備  考 

1 
7月20日（金） 

10:00～ 

〔後援事業（主催-保健福祉課）〕 
高齢者・身障者大運動会 

スポセン ※参加無料 

2 
7月22日（日） 

8:30～ 
自然体験総合活動 どろんこ広場 

対象は小学4～6年、中学1年 

沼・海等で体験活動！ 

3 
7月28日（土） 

13:30～ 

〔村民音楽会 札幌NKミュージック〕 
フルビート！ パーカッション 

交流センター（役場併設） 

打楽器を中心に迫力ある美しい

ハーモニーを!!  ※入場無料 

4 
11月3日（土） 

10:00～ 
村・教育委員会関係表彰式 交流センター（役場併設） 

5 
11/3（土）、4（日） 

10:00～ 

第51回 文化祭作品展 

第15回 小中学生作品展 

生活改善センター大ホールに展

示 

6 
11月4日（日） 

10:30～ 
第37回 少年の主張大会 

交流センター（役場併設） 

小学5・6年生による発表 

7 
11月4日（日） 

12:30～ 
第51回 文化祭芸能発表祭 交流センター（役場併設） 

9 
12月16日（日） 

9:30～ 
第2回 教育長杯サークルボール大会 

農環センター 

※参加無料（昼食あり） 

8 
1月3日（木） 

13:00～ 
平成31年 成人式 

交流センター（役場併設） 

拓中第29回卒業生 

H10.4.2～H11.4.1生まれ 

10 
2月17日（日） 

9:00～ 
第47回 村民スキー大会 

村営スキー場 

※参加無料（豚汁提供） 

11 
3月3日（日） 

9:00～ 
第34回 さわやかゲートボール大会 

スポセン ※参加無料 

未経験者歓迎！ 

※各事業、開催前に村内回覧等で個別にお知らせします。 

（問い合わせ先 教育委員会社会教育係 村内無料電話TEL 82‐3011） 


