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地域みんなで「ノーメディア」！！
「白河市幼・小・中・高ＰＴＡの集い」は、保育園や幼稚
園、小・中学校、高校での様々な教育上の問題を、学校の
立場あるいは保護者の立場から取り上げ、情報提供や意見
交換、研修等を通して解決を図ることを目的に活動してい
る団体です。
《「スマホ・ケータイ 親の約束」を取り決め》
テレビやゲーム機、あるいはパソコン、スマートフォン
など電子機器の長時間接触や過度の依存による危険性、生
活習慣の乱れなどが指摘されていることから、節度ある利
用に努めるため、近年は「ノーメディアデー」の推進に力
を入れて取り組んでいます。昨年は、小・中学生のスマー
トフォンや携帯電話等の使用に関して、
「スマホ・ケータイ
親の約束」を取り決めました。
《「ノーメディアデー」推進の効果》
学習活動では、
「学習時間が増えた」
「読書の時間が増えた」
等の報告が寄せられています。また、家族の団らんや食事
の改善、十分な休養・睡眠がとられるなど、子どもたちの
健やかな成長のために必要な生活習慣が身についたなどの
効果も現れています。
引き続き、家庭や地域、学校等との連携のもと、地域の
実情に合わせた「ノーメディアデー」の取り組みを推進し
ていきますので、ご理解とご協力をお願いします。

子ども向け

▷保管は親がします
▷自分の部屋には持ち込ませません

親の責任
被害者にならないために

加害者にならないために

▷フィルタリング設定をします
▷パスワードは親が管理します

▷他人の悪口は書かせません
▷個人情報や写真を公開させません

「アヒルと鴨のコイ
ンロッカー」

■日時

11月７日㈯
午後１時30分〜３時20分

「日本の昔ばなし
すみやき長者 ほか」

■日時

10月17日㈯
午後１時30分〜２時20分

内2383

子どもたちが本を愛するように。

おはなし会
■日時 10月24日㈯、11月14日㈯
午前11時〜11時30分
■会場 おはなしの小屋
■会
■対象 ３歳〜小学生程度
■対
季節の話題
に触れる!!

毎月、季節に合わせた本を展示しています。

大人の本

「手のひら旅行」
行ってみたいけど行けない、いつか見てみたい世界遺産や絶景ス
ポットも、本なら時間や空間を越えて手軽に旅行気分を味わえます。
本の世界から旅に出掛けてみませんか。また、秋ならではの行楽・
紅葉狩りなどの本も集めました。

「体をうごかそう」
10月12日は体育の日です。この日は「スポーツにしたしみ、健康
な心身をつちかう」こととされています。体を動かして、スポーツ
の秋を楽しめるような本を集めました。

「ももんちゃんあそぼう」シリーズ、
「でんしゃにのって」などで著名な絵本
作家のとよたかずひこさんを招き、親子
で楽しめる講演会を開催します。
日時 12月12日㈯／午後１時から
会場 地域交流会議室
定員 200人
※入場は無料ですが、整理券が必要です。
整理券は、11月10日㈫から各図書館の
サービスデスクで、開館時間中（休館
日を除く）に配布します。配布は先着
順で、一人１枚です（親、子それぞれ
必要になります）。
▶とよたかずひこさんプロフィール
1947年宮城県生まれ。早稲田大学第
一文学科卒業。フリーのイラストレー
ターを経て長女の誕生をきっかけに絵
本作家となる。
「でんしゃにのって」で、
厚生省中央児童福祉審議会児童文化財
特別推薦を受ける。
「 どんどこももんち
ゃん」では、第７回日本絵本賞を受賞。
また、
「 あめですよ」が小学１年生の国
語の教科書（東京書籍）に採用される。
主 な 作 品 は、
「ワニのバルボンさん」
シリーズ（アリス館）
「
、ぽかぽかおふろ」
シリーズ（ひさかたチャイルド）
「 おい
、
しいともだち」シリーズ（童心社）な
どがある。

◎り ぶ ら ん ▶開館時間 平日10：00 〜20：00
（市立図書館）
土・日・祝日９：30 〜18：00
▶休 館 日 月曜日、第１水曜日
月曜日、第１水曜日
☎㉓3250
3250
（祝日の場合は開館し、翌日は休館）

◎大信
大信図書館
図書館
☎㊻3614
3614

◎表郷
表郷図書館
図書館
☎㉜4784
4784

◎東 図 書 館 ▶開館時間 10：00 〜18：00
☎㉞1130
1130
▶休 館 日 祝日、火曜日、月末日

Event

本庁舎生涯学習スポーツ課☎㉒1111

本が好き
になる!!

E xhibitionn

原則として、子どもには持たせません。
やむを得ず持たせる場合は、親が必ず次の約束を守ります。

▷学習中や食事中は使用させません
▷午後９時以降は使用させません

10月21日㈬
午後６時〜７時50分

本の展示

図書館の
情報を!!

とよたかずひこさん講演会
「ももんちゃんとあそぼうｉ
ｎしらかわ」

■日時

ちびっこおはなしのくに
■日時 10月15日㈭、11月５日㈭
午前11時〜11時30分
■会場 おはなしの小屋
■対象 ０歳〜３歳程度

「スマホ・ケータイ 親の約束」

場所の管理

f
on
n
Information

「幕末太陽傳」

E vent

子どもの本

時間の管理

図書館からのお知らせ

りぶらん地域交流会議室で上映さ
れる映画です。入場無料です。

催し案内

図書館に行こう

豊かな自然に囲まれた大信幼稚園では、110
人の園児たちが元気いっぱいに生活していま
す。昨年リニューアルされた園舎や園庭の遊具
で、子どもたちは伸び伸びと活動しているほ
か、体操やマラソンなど、体力づくりも盛んに
行われています。
また、地域の方々とのふれあいの場をつくる
ことに力を入れ、交流を楽しんでいます。
「お話
の会」では地
域の方々の手
遊びや読み聞
か せ に、 目 を
輝かせて見入
る子どもたち
の姿が見られ
ま す。
「さわや
かサロンあかさか」では高齢者の方とゲーム
や歌を楽しんでいるほか、お手玉・おはじき・
コマ回し・あやとりなど昔の遊びを教えてい
た だ き、 絆 を
深めています。
「 お 茶会」で
は、 お 茶 の 先
生から正座や
作法を教えて
い た だ き、 園
児にとって貴
重な経験になっています。今後は、新しくなっ
た聖ヶ岩ふるさとの森ビジターセンターで、ボ
ルダリングなどにも挑戦する予定です。
これからも地域の方々のご理解とご協力を
いただきながら、豊かな心と身体を育んでいき
たいと思います。

映画で感
性を磨く!!

でん

大人向け

！

〜自然に囲まれた環境の中、地域の方々と
ふれあいながら楽しく活動〜

の
教育ろば
ひ

Libran

映画上映案内

■教育関係のホットな情報を皆さんへ

各幼稚園や学校で行っている特色ある活動を
紹介します。今回は、大信幼稚園です。

｛図書館の情報あれこれ｝

▶開館時間 10：00 〜18：00
▶休 館 日 祝日、火曜日、第１水曜日

《おはなし、よんで！（０歳〜小学校低学年対象）》
■日時 毎週土曜日／随時

Event

Event

▶開館時間 10：00 〜18：00
▶休 館 日 月曜日、祝日の翌日

《絵で見るお話の会》
※11月はお休みです。

《図書館であそぼう！（０歳〜６歳対象）》
■日にち 毎日
※視聴覚室使用日を除く
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