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　２月２日、町の保健師による「家庭セミナー
（いのちの授業）」が妹背牛中学校で行われま
した。本セミナーは、４月から中学校への入
学を控える子どもの保護者を対象に、これか
ら思春期を向かえる子どもたちを取り巻く現
代社会の性トラブルや性教育、男女それぞれ
の思春期の特徴に触れ、子どもに対する接し
方のポイントについて学びました。

2
２

　節分の日に妹背牛保育所で豆まきが行わ
れました。今年は各組の教室に鬼が襲来。
教室の扉が開くと子どもたちは大混乱。先
生の「球を投げて鬼をやっつけて」という
掛け声で、勇気を振り絞って鬼に立ち向か
い、鬼退治に成功。最後は反省して優しく
なった鬼と写真撮影を行い、子どもたちに
見送られながら鬼は去りました。
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子どもの味方で
あるために

鬼は外～！
　　福は内～！

１
31
車いすに交換する
までがんばります

　JA 北いぶき女性部妹背牛支部の皆さん
から、妹背牛社会福祉協議会にリングプル
33.4 キロを寄贈していただきました。
　女性部のリングプル活動は 2010 年より
続けられ、これまで多くの方が協力されて
います。協議会では現在、車いすの交換条
件の 700 キロに残り数キロと手が届くまで
になりました。今後も車いす交換に向けて
コツコツ活動を続けていきます。

２
９
個性豊かな力作
がずらり

　２月９日から 16日にかけて、学校作品展が
町民会館で開かれました。保育園児から中学
生までが作成したさまざまなジャンルの作品
がずらりと並べられています。保育所ではそ
れぞれがお題に沿った絵や切り絵、小学生は
学年ごとにスペースが設けられ、好きなもの
を作ったり、研究したものをまとめたりと個
性的な力作がたくさん。また、中学一年生は「い
ろはうた」の習字を展示しました。
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２
15 元気で寒さを吹き飛ばせ－保育所雪中運動会－

　妹背牛保育所のグラウンドで雪中運動会が開催
されました。この日の天気は晴れで真っ白なグラ
ウンドの上に元気な掛け声が響き渡り競技がス
タート。雪がないころの運動会とは違い、足を取
られてしまいますが、子どもたちの元気の前には
無意味。最後の種目「宝探し」では、お宝のお菓
子を探すため子どもたちが一生懸命雪をかき分け、
お宝を発掘するとみんな大喜び。今年の雪中運動
会も大成功に終わりました。

V
ベ ト ナ ム
IETNAM C

コ ー ナ ー
ORNER　ヌーです。今回は妹背牛町に来て初めてカーリ

ングを体験した時のことをお話したいと思いま
す。
　一昨年の 11月、初めてカーリングホールを訪
れ、競技場に入った時は、まず寒いと思いました。
そのあと実際にプレイしてみましたが、たくさん
転んで痛かったです。終わった後は、もうへとへ
とでした。それから何回も練習に行き、寒さにも
だんだん慣れ、疲れることもなくなりました。カー
リングのなかでもデリバリー（ストーンを投球す
る）は好きですが、手や腕がとても疲れるのでス
イープ（ブラシで氷上を掃く）が苦手です。そん
な私ですが、協会長杯カーリング大会にも参加し
ました。いろんな人たちと一緒にカーリングがで
きて嬉しかったです。また、友達を誘って、気軽
に行けるので妹背牛に住んでいて良かったです。

Số này tôi sẽ viết về hoạt động mà tôi đã trải nghiệm 
tại thị trấn Moseushi.
Tôi đã từng chơi bi đá trên băng. Trò chơi này rất thú 
vị. Khi bước vào nhà chơi bi, tôi cảm thấy lạnh. Lần 

đầu tiên chơi, tôi đã bị ngã đau. Khi chơi xong thì 
chân mỏi, toàn thân rã rời. Sau nhiều lần luyện tập 
thì tôi đã dần dần làm quen được với cái lạnh trong 
nhà chơi bi và không thấy mệt như lần đầu nữa. 
Tôi thích ném bi nhưng không thích chà mặt băng. 
Nó khiến cả tay lẫn vai tôi đều tê mỏi. Mặc dù chơi 
không hề giỏi nhưng tôi đã tham gia đại hội thi đấu 
bi đá trên băng. Tôi cảm thấy vui khi được chơi cùng 
mọi người và có thể vận động vào những ngày lạnh. 
Tôi đã rủ bạn đến chơi môn thể thao này. Tôi nghĩ 
sinh sống tại Moseushi là một điều may mắn vì ở gần 
nhà chơi bi nên có thể đến chơi bất cứ khi nào tôi 
muốn. 

ベトナム語コーナー　　カーリング編

　　カーリングをする　Chơi bi đá trên băng（チョイ ビ ダ チェン バン）

　   カーリング＝ bi đá trên băng（ビ ダ チェン バン）　する／プレイ＝ chơi（チョイ）

　　ストーン＝ bi đá（ビ ダ）　上＝ chơi（チェン）　氷＝ băng（バン）

カーリングをする私

地域おこし協力隊：
ヌー　／　モ　


