
（世話人会）後援：札幌市教育委員会



第2回北海道（札幌〉香川県パートナー事業

•'ff ＇~"'1.~ けて全国おやじ＆こども交流事業）

秋冷の＇~＇t也よい季節、全国おやじの皆様におかれましては

益ノマご健勝のこととお喜び申し上げます。

本年7月、第 1ロの交流事業は瀬戸内にてこどち海賊キャンプを

行い、子どもたちの夏休みの思い出として素晴らしい交流となりま

した。今回、第 2回交流事業として北海道〈深J11)で開催の運びと

なりましだ。

【jむのカムイ伝説～謎の足跡】と題し、雪深い地で

雪国ならではの遊びを、親子で満喫していだだきたいと思っており

ます。力ムイとは、アイヌ語で【神】を表します。

深川には、神居古漬（力ムイコタン〉神の柑という意味の地名もあ

り、神の伝説と謎の足跡探しを全国の皆さんと探し当てようではあ

りませんか！

戸・

開催日時

開催場所

主催

参加予定

＼～…明

r、

平成27年 1月 10日～12日

北海道青少年体験活動支援施設「ネイパル」

札幌おやじネットワーク〈世話人会〉

香川県の子供たち他全国の子供たち



ぉτ
平成26年痩緯鎗教育捻進鎗含事業・緯信教育基鑑形館事業

第3図お父さんたちのネットワーク会議

宮城から考える
子育てフォーラム in石巻
主催宮城県教育委員会 共催石巻市教育委員会

参加費無料定員80入 幸せ子育てスイヅチON!

第一部講演・ワーヴショ.. ，・l(13:40～15:40) 

講演（仮）「子どちぬ自立を促it3つ（；）力j

講師：菅原裕子（すが防局ゅうと）氏

(NPO法人れート71Lコミュニケーション代表理事）
【主な著書】「子どもの心のコーチング」

「思春期の子どもの心のコーチング」
「お父さんだからできる子ど、もの心のコーチング」等

・生きる上で最も大切な感情＝自己肯定感

－子どもの自立を促す3つの力
子ど、もをほめたいのだけれどもついつい叱ってしまうことが多く

なる。そんなお悩みをみんなで解決していきましょう。

第二部講演＆711ートーヴ（ 16:30～ 18:30）「7ァザ－•1－；，ゲ～父親であることを楽し志ろ～」

講演「ババ業＇！~地球定一番ステキ捗仕事J
～れイー'l'I＂＇ド捗ババで．家族とジーヌンc;)幸せ倍増計画～

講師： Ill島高之氏（NPO法人コ干拘弓・ニ州〉代表理事）
「よい父親」ではなく「笑っている父親」を増やすこと。

それがファザーリング・ジャパンのミッションです。

対露： Ill島高之氏（前出） f 為鉢
高城裕行氏（宮城県PTA連合会・会長）

石垣政裕氏（京公さん定ちぬ本vトワーヴ世話人）
父親が学校へ足を運び，また地域で他の子と、もたちとつきあっていく。
「子どもを育てていくことが楽しい」と思える子育て社会の実現に向け
て3人のお父さんがトークを繰り広げます。

期日二平成26年12月6日（土）午後1時30分～午後6時30分
【第一部受付開始午後1時～，第二部受付開始午後4時～】

会場：石巻市役所河北総合支所総合センター（ビッグパン）1階つどいの部屋
干986-0102石巻市成田字小塚裏畑54
電話 0225-62-1120 FAX 0225-62-3328 

対象：お父さん，お母さん， PTA関係者，市町村子育て・家庭教育担当者，教員

青少年健全育成担当者，子育てに関心のある方ならどなたでも参加いただけます

申込：裏面をこ、参照ください

問い合わせ先：宮城県教育庁生涯学習課社会教育推進班元木電話022-211-3654



本研修会iま．宮城県教育委員会抑家庭教膏支援事象の一環であり，観の学びと育ちを支援するとと
もに．お父さんたちのま庭教育及び地鳩活動への積極的な参画を応援し．社会全体で子育てをしようと
する気遣の檀成費目的としております。お父さん．お母さんはじめ．子育てに関心のある皆様の参加をお
待ちしております。

タイムスケYユール 会場V)周辺地図
13:00 ［第一部］受付開始

13:30 開会

13:40～ 講演＆ワークショップ
「子どもの自立を促す3つの力J

15:40 第一部終ヲ予定

15:40～ 休憩

16:00～ ［第二部］受付開始
16:30 講演＆対談

fフアザーリング～父親であることを楽しもう～J 石巻市役所河北総合支所総合センター

［ビッグパン］

18:30 閉会予定 〒986-0102石巻市成田字小塚裏畑54
三陸道河北インターから国道45号線を北に
向かって10分

・申込方法・
下記あて，電話またはFA Xでお申込みく ださい。

〈必要事項〉お名前，住所，電話番号， （所属先）
申込期間 平成26年 11月 28日（金）まで。

※申込期間を過ぎた場合は，下記までお問い合わせください。
申込先 宮城県教育庁生涯学習課社会教育推進班担当元木

所在地 〒980-8423 仙台市青葉区本町三丁目 8-1
電話 022-21ト3654 F AX  022-21ト3697

参加希望め 第一部 講演＆ワークショッブf子どもの自立を促す3つの力j
テーマにO
印願います 第二部 講演＆対談「ファザーリンク、～父親であることを楽しもう～j

フリガナ
お名前

｛所属等）
｛代表者｝

フ＇）tiナ
お名前 ｛所属等）

フリガナ

お名前 （所属等｝

マ． ※複鍛でおe込のt暴含iま．代表者の透絡先をご記入額います．

連絡先
住所

電話 ’ FA×／e-mail 
lfll人情輔のl!ilJ掻U is.ea込寄1ことE入いたたく邑人情報は．研修会出席書名婦の作成.li耳修舎に関する唱＇DJ書への」逮倍に型地用いたし苦す．世正T.>§89に2開局する障は．設めてその健局目的をご遠路いたし晋す．
について





i戦車議：li［~~ll~~llll還さ店主主：！［~［~~ 1111111~m議選議実感：主主；：：lllllll!l!l!l!ll
【日手呈 29日 （土）】 J会場：干989-4i()6大崎市鹿島台大迫字阜板山6番地
12:00 受付開始 ' . E話番号 0229-56-5660 FAX番号0229-56-676 

12:30 閉会行事
12:40 各イベント
16:00 料理開始
18:00 夕食
19:00 花火大会
20:00 入浴
21 :oo 就寝
【日程 30日（日）】
6:30 起床・洗面

7:00 朝食準備・朝食 － F臣官畠A .u.c.堂曲聞、
8:30 清掃後解散 ; •· L鹿島ロザー呆辰医IJ
：~泊される方は、宿泊用異持参願いま ¥. 1 で検索願います。

司ー

日v：：：祭器；［J[l[l[l[\[j[J[j[J[l[lll!l!l~illlllllllllllllllllllillll：：：：：：：横藤様様議；提出：：：l!lllllllllll!llllll！~＇lllllllll~lll!!l!l~il!!l!lllli!llllllll!l!l!!!l!l!lil~［l[lllll［~
・申込育法
申込方法 下記あて， FAX・電話・メールでお申込みください。

〈必要事項〉お名前，年齢（必ず），住所，連絡先電話番号，
．（所属先）

申込期間 平成26年 10月3.，日（金）まで。
※申込期間以降のお申込については下記まで直控お問い合わせ願います。

申込先 所在地干989-4102 大崎市鹿島台木間塚字小谷地515-2
宮脇書店鹿島台店内
『こどもたちの作戦会議 in かしまだいj 事務局

鹿島台おやじの会照井貴広

電話 0229-57-.l 322 FAX 0229-57-1323 
メール： qz..e03267@nifty.ne.jp 

FAX申込用紙※必要事項を御記入し用紙をそのまま送信してください。

設 iフリガナ
羽 お名前；
ヨ（代表者） I 

ma 1フリガナ

I~ お名前 ｜ 
1m1 1フリガナ

~I お名前 ｜ 

11111連絡先！干

設住所｜

!1111 電話 ｜（ ） － 

歳
（所属等）

， 

歳
（所属等）

歳
（所属等）

‘ ． 

※複数でお申込の場合は．代表者の連絡先をご記入願います．

． 

FAX/ e-rna i I 

~ 

． 

席者名簿の作成，滅菌イベントに関する参加者へのご選者に申開いたします．他の目的に申閉する隙は，改めてその使用目的m11m~摂取り扱 1：：~~~~~~~了だく個人慨は，訓ベント品

三機器：mmmimmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmm:mmmmmmmmmmimmmm:mmmmmmmmi泌総長：m:m:m:::mmmmm:mmmmmmi:m：ささきさ主主主主主主主総縦揺ささき議選3



参加者 大募集
このイベントは，小学生や中学生が楽し〈スポーツする機会を提供するとともに．保霞者

の方々・地域の方々・学校の先生たちみんなが交流する機会を提供することを巨的として，

各学校やおやじの会の協力のもと行うものです。
大縄跳びを上手に跳ぶコツや綱引きの練習ポイントが分かります！皆さんお跨いあわせの
上，是非ご参加ください。

日時： 10月 13日（月・祝） 1 0 : 0 0～ 受付 9:30 ＿伶・ー－－~－
場所：長町甫小学校体育館 宅7空調窃
対象：長町南小・酉多賀小・大野田小・富沢小 君主 "<oQ-- I 

長町小・鹿野小・長町中・富沢中に通学している児童生徒と保霞者 ｜

応募方法
小中学生の部 （縄跳び） 裏面の申込用紙！こE入し，各学校の担当の先生

までお申込みください。

①ロープジャンプX ②八の字跳ぴ

麓技肉容

・1チーム3名～無制限
※小学生低・中・高学年，中学生ごとに麓技

※順位褒膨あり！！

保聾者の部（綱引き）
（ 大人1名100円，保険代実費負担 当日徴収）

①男性の郵 ②女性の部 ③男女混合の郁

長町南小学校 担当：早坂億一先生

西多賀小学校 担当：井手洋勤先生

大野田小学校 担当：門漂広穂先生

富沢小学校 担当．鈴木茂男先生

長町小学校 担当：千葉功先生

鹿野小学校 担当・菅津由紀子先生

長町中学校 担当：青沼ー岳先生

富沢中学校 担当・須長田美先生

※申込期間
9月 19日

且皐

（金）～10月3日 （金）

9: 30～受付

10: oo－開会

是主Jl
・運動できる服装

鼠技内容
・1チーム最大6名（輝技は4名で行う）

楽順位表彰あり！ ! 
r 

匂 ） <Ji 

、‘七、. ~·. ... .，....プ6‘2・一一，'<:fT ;r. ....., 

10: 20～鍋鼠ぴ練習タイム

11 : oo－縄蹟ぴ競技
11 : 30～綱引き練習タイム
11 : 50～綱引き競接

12 : 20～閉会

おやじの会地域ネットワーク拡大プロジェクト 太白区中央市民センター 共催

．上靴

・水筒

協 力西多賀小親児の会，大野田小父親の会富沢小親児の会 富沢中父親の会

鹿野小おやじの会 長町中おやじネットワーク
事業協力 富沢市民センタ一 太白区中央市民センター

お聞い合わせ：太白区中央市民センター TEL : 304-2741 FAX : 304-2526 


