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◎回覧・配付をお願いします。増t/8」り配観まご自由にどうぞ:山梨県庁のホームページでも掲載中です。
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◎ご意見。こ童劃象 情翻提側まこちらまで。Email:hi

「青いリンゴと大学の秋入判

今から40～ 50年ほど前の話である。私の住ん

でいる富士見地区は、農家が多かった

暑い夏が終わり、秋風が吹く頃になると、まだ青

いリンゴを鉄網でできた大きなテーブルー杯に広

|六 スプリンクラーで水をまく光景があちこちの農

家の庭先で見られた。それが当たり前の光景であつ

た。最初のうちは青いリンゴが、日が増すごとに赤

く均―に色が付いていつた

品種は、今ではほとんど見られなくなつた紅玉

(こ うぎょく)か国光 (こ つこう)だつたと思う。

まだ青いうちに本からもぎ取り、水をかけながら天

日で赤くするのだ:木で完熟させたものは、酸味も

ほどよく甘みも増して、とてもおいしかつたという

記憶があるが、庭にたくさん広げられたリンゴは、

色はきれいに付き見た日にはおいしそうだが酸味

が強く、好んで食べたりはしなかった。

なぜ青いうちに収穫し、天日で色づけをしたのだ

ろう。それは、長く本に実らせておくと、台風等で

傷が付いたり葉つぱの陰で色づきが悪くなどして、

出荷までのリスクが大きくなるからだ。そして何よ

り、見た目が悪いと市場価格が下がることが一番の

副所長  松野  勝則

要因だつたち味よりも見た日で購入する消費者が多

からたのだ。

今では果物や野菜は、見た目よりも中味 (味や安

全l■lを重視して購入する消費者が多くなつた 全

く見た目を気にしない私は、市販のきれいな野菜よ

り、家庭菜園で出来た多少虫が食っているキャベツ

や形の悪い人参を好んで食べる。

ところで、今、大手大学を中心に秋入学への移行

を検討している。国際化や留学生の増加などグロー

バノL/fヒヘの対応や、大学入学を主な目標としてきた

学生の質の低下への危機感からのようa
予定では、最も早く実施されたとしても、5年

後の2017年 ということで、今の中学校 1年生が

大学入試時期を迎える時に、秋入学になるかどうか

ということになるようだ。そうすれヤよ だヽ中高の入

学時期も、春から秋への移行の検討も必要になるこ

とだろう。

しかし、大学の入学時期を変えるだけでは、今の

教育を取り巻く様々な課題は解決されなし、大学も、

リンゴと同じように、「見た目より中味」の検討が

必要ではないだろう力、
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花ら1っぱら1 花さかじ‖せん

4月 5日、石和ロータ:f―クラ7こ笛嗅市社会福祉協饉会勝「花さalじいさん』事業を行い春し

た。子こ●こ地域の大人、高齢者al花を植える活動を一緒に行うことによる世代間衰流こ花を植え

たιl花を青τたιlす0活動を通して環境姜化の心0育成を目ることを日的に、昨年からスタートし

た事業です。

今年勝、わal膠保育日0園児 3'名こ名前の書かれた■つンターにマil一 ゴールド 150株を植え

春した。参加した園児ら惨「一緒に植えるのが楽しかった」こ話してい春した。花を植えた機に勝、

日児から歌0■じゼントalあ
`l参

した。

最機に、日児の名前や漁 メリセージなどが書かれた目船を大空におかって椿●ぢ春した。空に

勝力●フ′LむnlEが轟いあがιl、 2回目の「花さかしいさん」措大きな歓声こ共に経7し春した。

*植えたFbは、石和温泉足湯ひろばなどに飾られ、地域だけでな<観光客の目をなごませました。

〈一斉にとばすよ :1・ 2のハイ ! 〉〈 一緒に植えようね 〉



「言曇菫雇湾菖Lζ菖壺1鳥1ごξ言バ1圏蛯      魏

5月 26日、山梨市の加納岩児童セン

ターと日下部児童センターにおいて、児

童センターまつりが行われました。
■ ｀

〈プラ板でキーホルダー作り〉

峡東教室 1年生のみなさん

うと、センター職員 。母親クラブの会員さん万が中心となり開催して

います。

加納岩児童センターでは、帝京学園短期大学の学生さんによるエプロ

ンシアターやビンゴゲーム、工作、おやつタイム、<じ引きなどた<さ
んのプログラムが用意されていました。

年に 1度のイベントですが、日頃児童センターを利用している子ど

もたちや力0納岩小学校の児童など多数の参加があり、会場はとても盛り

上がりました。

ことぶき勧学院開講
(東入 学 園・ 東 山学 園・ 峡東 教 室 )

山梨 ことぶき勧学院の東入学園 。東山学園の 2年生、

峡東教室の 1年生は、4月 24日 ・25日 027日 、それぞ

れの会場において開講式を行いま した。今年度か ら東

八 。東山学園が一緒にな り、峡東教室がスター トし、学

習場所は、東大学園が人代総合会館、東山学園が山梨市

民会館、峡東教室が東山梨合同庁舎 となります。

東入学園は 29名 、東山学園は 23名 、峡東教室は 35

名で学習をしています。

〈パネルシアター〉

睦‐‐写難轟軌I壕

塩出力 トリック幼稚園～ 5、れあ
トリック幼稚園において、「ふれあい交5月 8日 、甲州市塩山カ

流会」が行われました。

昔遊びの講師として甘草屋敷絵本くらぶの方々が、けん玉、こ

ま回し、あやとり、ぶんぶんごまなど教えてくれ、大きな円を作

り「なべなべそこぬけ」などをして交流しました。
いろいろな音の遊びで楽しんだ後には、園児たちが作つたカッ

プケーキをみんなでおいしくいただきました。
さくら組 (年長)さ んは、「教えてもらった遊びを幼稚園でも、

たのしく遊んでいきたい」とお礼を述べ、園庭の藤の花の下で、

地域のお年寄 りや園児のおじいちゃんおばあちゃん、保護者との

楽 しい一時をすごしました。

い交流会～

な一べな一べ そ一こぬけ一♪ 〉

くこまをまわすよ!みんな注目

今回、講師として昔遊びを教えて下さつた方々は、生涯学習ボラ
ンティアに登録をしている指導者 とそのグループで活動をしている

方々です。

峡東教育事務所では、生涯学習ボランティアバンク 〈峡東地区2

012年 度版)を作成 し、様々なジャンルで指導をしてくださる方

を一覧にまとめ、管内教育機関、公民館等に配布 しました。

水泳の指導者や公民館の催 しの講師などをお探 しの場合は、ぜひ

ご活用下さい。

問い合わせ 峡東教育事務所 TEL 0553-20-2731 4ヽ 佐野まで



子どもこの絆づくらI

講師 :川遷 修作 氏
(認定カウンセラー・ガイダンスカウンセラー)

期日 :平成24年 6月 28日 (本 )

時間 :午後2時 30分～午後4時 20分
会場 :山梨市民会館 3F大集会室 (千鳥の間)

主催 :峡東地域教育推進連絡協議会

山梨市教育委員会 峡東教育事務所

: 人FBBの人格形成の上で大切なのは、平L幼児期の親子のSヽれあいです。   :
: よりよい人FB3関係を築くための第 1歩は親子関係から・・・・。    :

: 子どもや保護者と多<関わられてきた川邊先生の話から、親子関係をもう :

:一度見つめ直してみませんか?                    :

聞い含わせ 参加希望の方は、
TEL 0553-20-2731
FAX 0553-20-2733

峡東教育事務所まで連絡<ださい。

〓
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朝ご勝んってもなぜ大切零0?
朝ご勝んの主な役割憾、

① エネ′Lギ∵源 こなる。 (エネルギーは、車にとつての

ガソリンと同じ。夜寝ている間にも体はエネルギーを使
つています。朝日覚めたときには「ガス欠」状態のこと

も。体が動かない、イライラする、注意力散漫なんてこ

とありませんか?)

② 体温を上ifる。
③ 費や腸を刺激して、便秘を予防する。
④ 生活り異ムを整える。があlfられます
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明治31年、埼玉県の幡羅高等小学

校で、保護者に配布 した「家庭心得」

を紹介 します。

そこには、 「諺にも、

と言 う。学校 と家庭は、常に相一致

し、同じ方向に進み・・・」。と書

かれています。学校・家庭・地域の

連携、三者の教育力の発揮などと言

われている今、こうした考え方、家

庭の心構えをもち、子 どもたちに接

していきたいと思いました。
」


