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あなたが写っていませんか？広報さやまに掲載し
た写真は、広報課で撮影したものでしたら無料で
差し上げます。広報課までご連絡ください。

human Town Photo studio

狭山自慢⑩狭山自慢⑩
さやま・リポートやま・リポート

28年度さやま市民大学地域ジャーナル講座の28年度さやま市民大学地域ジャーナル講座の
修了生がお届けします修了生がお届けします

伝えたい、昔ながらの正月遊び

　年中行事を大切にしてほしいと、8つの市立保育所

で正月遊びを行いました。園児たちは、はねつきや福

笑いのほか、保育士手作りのお獅
し

子
し

と「みかん取りゲー

ム」などに挑戦し、にぎやかな遊び初
ぞ

めとなりました。

1月9・10日(火・水)／新年子ども会（市立保育所）

勇
気
を
出
し
て
み
か
ん
を
取
り

に
行
き
ま
す

大人としての新たな一歩を

　友人との再会を喜ぶ

948人の新成人。先輩か

らのメッセージや各出

身中学校の代表者によ

る主張に、大人の自覚

を新たにし、今後の飛

躍を胸に誓いました。

災害のない健やかな一年を願う

　消防署員や消防団員

など、関係者約400人が

一堂に会して、訓練や

一斉放水を披露。「消防

フェア」も同時開催し、

災害に備えることの大

切さを呼び掛けました。

1月7日㈰／狭山市成人式（市民会館）

1月6日㈯／狭山市消防出
で ぞ めで ぞ め

初式（上奥富運動公園）

　団体戦と個人戦に、市内の公立小学校6校から131

人が参加しました。読み手の声に耳を傾けながら、目

の前の取り札に集中する選手たち。かるたを通じて

埼玉県の歴史や地理、観光などを学び、他校の児童と

の交流を深めることもできました。

　健康や生きがいづくりの講座が人気の「熟年教室」

に32人が参加。今月は「守って安心!交通安全」をテ
ーマに開催し、参加者は、交通指導員による寸劇や実

際にあった被害体験談などを通じて、交通ルールと

マナー順守の大切さの認識を一層深めました。

電光石火の早業で、札を取ります自転車に乗る際の注意事項も再確認しました

1月28日㈰／彩
さいさい

の国21世紀郷土かるた狭山市大会（入間川小学校）1月17日㈬／熟年教室（奥富公民館）

ふるさと・埼玉を「かるた」で知る交通事故の加害者にも被害者にもならないために

ささ元気な元気な ややままっっ子子
さやまの教育

「学び」と「育ち」をはぐくむ小中一貫教育の推進

　こんにちは。バンクーバーから来た、ウィリアム・
ロバート・ソルターです。現在、中央中学校に勤務し
ながら、奥富小学校や入間川東小学校も訪問してい
ます。
　狭山市で英語を教えるのはとても楽しいです。笑
顔があれば会話も弾むし、お互いのことが早く分か
り合えます。児童や生徒が一生懸命に英語で話そう
としてくれるのがとてもうれしいです。英語でも日
本語でもよいので、お互いの文化や習慣を語り合い
ましょう。理解し合えば、もっと住みよい世界になり
ますよね。(英文の要約)

ウィリアム・ロバート・ソルターさん

語学指導助手語学指導助手語学指導助手
ゴガクシドウジョシュ

　市では、中学校区ごとに小・

中学校が一体となり、保護者

や地域と連携しながら、児童・

生徒の学力向上や学校生活へ

の適応を図る「小中一貫教育」に取り組んでいます。

　この教育では、児童がスムーズに中学校に進学

できるよう、それぞれの学校で、清掃や給食、休み

時間の過ごし方などのルールを共通化するほか、

児童と生徒の交流を図るため、合同でのあいさつ

運動の実施や運動会と体育祭に相互に参加するな

どの取り組みを行っています。

　特色ある取り組みとしては、柏原中学校区で行

っている防災キャンプや小中合同の一斉下校があ

り、また、狭山台中学校区と中央中学校区で行って

いる、夏休みに小学6年生が、中学校の授業を体験

するオープンスクールなどが挙げられます。

　今後も、義務教育の9年間を見通したカリキュ

ラムを充実し、児童・生徒の豊かな人間性や社会性

を育むとともに、学力の向上に取り組んでいきます。

　Hello,Sayama. My name is 
William Robert Salter. I'm from 
Vancouver. I am teaching at Chuo 
JHS now. I also visit Okutomi 
ES and Irumagawa Higashi ES. 
I sincerely love teaching English in Sayama! I 
often exchange smiles and conversation with 
people. We start to talk and, in a short time, we 
know each other better. I have taught at several 
other schools in Sayama. It always really makes 
me happy when students try to communicate 
in English. Communicating and sharing our 
customs or culture, in English or Japanese, 
makes our world a better place. 

　2月20日 ㈫～25日 ㈰

に市民会館で、舞台や

茶席、書や写真展示な

どを楽しめる「市民芸

術祭」が開催されます。

　この芸術祭の今年の目玉は、狭山市初の市

民ミュージカル『ロミオとジュリエット』（復活

編）の上演です。出演者は、歌手や劇団員のほ

か、オーディションに合格した市民など、小学

4年生から80歳代の方まで総勢50名。取材した

日（12月上旬）は、本番さながらに衣装を身に

付け、稽
け い こ

古に取り組んでいて、ミュージカル初

出演で天使役を務める小・中学生の真剣な姿

が印象的でした。また、演出家の熱い想
おも

い、発

想豊かな指示を生かそうと、熱気に満ちてい

ました。市民ミュージカルとは思えないほどの

素
す て き

敵な作品に仕上がることが期待できます。

　「市民芸術祭」で、さまざまな芸術に触れ、心

豊かな一日を過ごしませんか。ミュージカルは

必見です。ぜひ、お出掛けください。

◆市民ミュージカル『ロミオとジュリエット』（復活編）

日時2月25日㈰、14時～16時�費用800円（全席

自由席。当日980円。小・中学生500円）�問合

せ市民会館（入間川2‐33‐1）へ☎2953‐9101

温もりを感じさせる癒
いや

しの音
ね い ろ

色

　オカリナとも呼ばれるイタリア発祥の笛。その歴

史や音が出る仕組みなどを学ぶ講座に、41人が参加

しました。笛の制作実演やミニコンサートも行われ、

癒しの音色を奏
かな

でる笛への興味が深まりました。

1月19日㈮／駅前発！ オカリーナってなに?!(中央公民館)

大
き
さ
の
異
な
る
笛
を
使
い

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
奏
で
ま
す

おりぴぃを通じて郷土愛を育む年賀状展
1月15日㈪～31日㈬／おりぴぃ年賀状展（市役所）

ママみてみて!かわいい「おり
ぴぃ」の絵だね

　七夕の妖精「おりぴぃ」に届いた235通の年賀状を、

天の川に見立てて展示しました。はがきには、おりぴ

ぃへのメッセージや似顔絵などが描かれており、来庁

者や、展示を見るために初めて市役所に来たという親

子連れなどが、微
ほ ほ え

笑みながら見入っていました。
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