－

精華南中学校
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４月 日㈫に実施された平成 年度
「全国学力・学習状況調査」の結果を３
回シリーズでお知らせします。今回はそ
の１回目として、小学校の状況について
掲載いたします。
なお、結 果については一度 だけのテス
トであることや、特定された範囲の出題
であることを考慮のうえ、ご覧ください。
▼対象者
・小学６年生
３９２人
▼調査内容
・教科に関する調査
国語
Ａ問題・Ｂ問題
算数
Ａ問題・Ｂ問題
理科
・質問紙調査
学習意欲・学習方法・学習環境・生
活の諸側面などに関する質問紙調査
「Ａ問題」とは
身に付けておかなければ上の学年など
の学習内容に影響を及ぼす内容や、実
生活において不可欠であり常に活用で
きるようになっていることが望ましい
知識・技能など。
「Ｂ問題」とは
知識・技能などを実生活のさまざまな
場面に活用する力やさまざまな課題解
決のための構想を立て実践し評価・改
善する力など。
１９２３
ｑ教育支援室教育支援係ｔ
17

創立31周年、新たなスタート

精華南中学校は、昭和63年の開校以来、保護者、地域
の皆さんに支えていただきながら昨年度創立30年という節
目を迎えました。今年度は、生徒数163人、７学級
（特別
支援学級１学級を含む）
で新たなスタートを切っています。
学校教育目標は、
『確かな学力、豊かな人間性、健康や体
力など「生きる力」をそなえた生徒の育成』です。この教育
目標に向けて各分野で取り組みを進め、
「開かれた学校」、
「地域から信頼される学校」づくりを目指しています。
また、昨年度から相楽地方中学校教育研究会より、２年
間の指定を受け、
「学校文化を創る」～ユニバーサルデザイ
ンの視点に立った学校づくり～を研究主題として実践研究
を進めています。

教科学習
熱心に学習する生徒の願いに応えるため、質の高い授業
づくりに努めています。特に、全ての生徒が「わかる、で
きる」ように工夫、配慮された授業を目指して取り組みを
進めています。

道徳
豊かな人間性を育むため、道徳教育に力を入れていま
す。今年度は、山田荘小学校との連携をさらに深め、相互
の授業参観や合同研修に取り組んでいます。

生徒会活動
いじめ追放を
目指す「オレン
ジリボンキャン
ペーン」の取り
シニアのための「元気づくり音楽会」
組 み は、 今 年
で11年目を迎えました。また、全校合唱を文化的活動の
柱に据え、文化学習発表会など、さまざまな機会で大合唱
を響かせています。

部活動
体育系は、野球・サッカー・陸上競技・ソフトテニス・
バドミントン・バスケット（女）
、文科系は、吹奏楽・美
術・国際交流があります（ソフトテニスとバドミントン
は、夏季大会までの活動）。今年度、野球部とサッカー部
が相楽地方春季練習大会準優勝、吹奏楽部が京都府吹奏楽
コンクール２年連続金賞に輝きました。

キャリア教育や人権など
の課題について、探究的な
学習活動を進めています。
特に、学習のまとめとして 田植え
行うプレゼンテーションに力を入れています。
▶１年生 海洋学習・田植え・稲刈り・調理実習・人権学
習・学研都市企業訪問学習など
▶２年生 校外学習・職場体験学習・南山城支援学校との
交流学習・人権学習・京都班別学習など
▶３年生 修学旅行・小中交流会・人権学習など
▶全 校 社会で活躍されている方の講話など

学校行事
体育大会や文化学習発表会、マラソン大会など、生徒の
自主的な活動による行事を行っています。また、命を大切
にする学習として、非行防止教室や普通救命講習、薬物乱
用防止教室なども行っています。

非行防止教室

普通救命講習

ｑ精華南中学校ｔ72－5222、精華町役場 学校教育課 学校教育係ｔ95－1906

15 December

町役場関係部署などのファクス番号・Eメールアドレスは32ページに掲載しています。
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正答率の比較
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30

国語のＡ問題では、相手や目的に応じ、自分
が伝えたいことについて、事例などを挙げなが
ら筋道を立てて話すことや、日常生活で使われ
ている慣用句の意味を理解し使うといった問
題、また、漢字を文の中で正しく使う問題にお
いて、特に優れていました。
しかし、主語と述語の関係などに注意して、
文を正しく書く問題では課題が残りました。Ｂ
問題では、話し合いの参加者として質問の意図
を捉えたり、計画的に話し合うための司会の役
割について捉える問題では優れていました。
一方、算数のＡ問題では、数と計算に関する
問題で全国平均を大きく上回る結果となり、学
習の成果が見られました。また、Ｂ問題ではメ
モの情報とグラフを関連付け、総数や変化につ
いて記述する問題で課題が見られました。
各学校では、これらの調査結果を詳細に分析
し、子どもたちの学力向上に向け、授業改善に
生かしていきたいと考えています。
なお、町ホームページでは、各分野の全国平
均との比較を示したグラフや詳細な分析を掲載
していますので、ぜひご覧ください。
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調査結果の概要

総合的な学習の時間

催事・募

出前授業の様子

正答率の比較から、精華町の結果は、国語・算数・理科すべて京都府平均や全国平均を上回る結果となり
ました。各教科ともバランスよく、基礎基本が習得できていると言えます。
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今月の子育て支援センター
月

火

水

木

金

土

10日

11日

12日

13日

14日

15日

すくすくプレールーム
発達応援プレールーム
「よちよちひろば」
「あいあいひろば」
（午前10時～11時30分）
（午前10時～正午）
【保健センター】
【支援センター】 すくすくプレールーム
赤ちゃんとの
「とっとこひろば」
かかわり方教室
（午前10時～正午） （午前10時～11時30分）
【保健センター】 すくすくプレールーム
子育てふれあい教室 【支援センター】
「にっこりひろば」
< 音楽リズム >
（午前10時45分～ 11時45分）
（午後１時30分～3時30分）
【むくのきセンター】
【支援センター】

17日

18日

19日

20日

22日

お誕生日のつどい
（要申し込み）
すくすくプレールーム すくすくプレールーム
すくすくプレールーム （午前10時～11時30分）
赤ちゃんサロンＢ
「よちよちひろば」 「とっとこひろば」
「にっこりひろば」 【支援センター】
（午前10時～11時30分）
（午後１時30分～3時30分）
（午前10時～正午） （午前10時～正午）
【保健センター】
【支援センター】
【支援センター】
【支援センター】

24日
振替休日

25日

26日

すくすくプレールーム
開放日＆
絵本のひろば
（午前10時～正午）
【支援センター】

８日

28日

29日

９日

10日

11日

12日

すくすくプレールーム
「とっとこひろば」
（午前10時～正午）
赤ちゃんサロンＡ
すくすくプレールーム 【支援センター】 （午前10時～11時30分）発達応援プレールーム
「よちよちひろば」
【保健センター】 「あいあいひろば」
（午前10時～11時30分）
（午前10時～正午）
【保健センター】
【支援センター】
にこにこ相談
※第1水曜日から変更
（要申し込み）
（午前9時45分～11時15分）
【いけたに保育所】

マタニティーサロン
（午前10時～11時30分）
【保健センター】

※
は申し込み終了しました。
※午前９時の時点で精華町に気象警報が発令された場合は、子育て支援センターの事業は中止になります。
また、発令前に中止する場合は、町ホームページに掲載しますのでご確認ください。
〈会場の所在地〉むくのきセンター：下狛神ノ木8
〈対象者〉よちよちひろば：おおむね１歳６カ月まで
保健センター：北稲八間井出ノ元27－1
とっとこひろば：おおむね１歳６カ月以上
アピタ精華台店：精華台九丁目2－4
にっこりひろば：おおむね０歳以上２歳未満
いけたに保育所：桜が丘三丁目2－2
赤ちゃんサロン A：２～７カ月児
赤ちゃんサロン B：８～ 12カ月児
ｑ子育て支援センター（こまだ保育所内）ｔ98－4001

17 December

子育てや子どもの発育などの相談に応じています。
▶来所相談
◆場
所 子育て支援センター
※事前に電話で同センターにお申し込みください。
▶電話相談
◆日
時 月～金曜日 午前10 時～午後４時
◆場
所 町内各保育所・子育て支援センター
※下記の保育所では土曜日も相談を受けています。
・ほうその保育所
午前８時30分～正午
・いけたに保育所
午前８時30分～正午
・こまだ保育所
午前８時30分～正午
・ひかりだい保育所 午前９時～11時30分
・せいかだい保育所 午前８時30分～午後４時

▶場
所
▶料
金
▶申込方法

親子でいろんな絵本や紙芝居を楽しみましょう！
申し込みは不要です。
▶日
時 第４火曜日（12月は25日に開催します）
午後３時～３時45分
▶場
所 アピタ精華台店 西館１階
（精華町 PR コーナー設置スペース）
▶対 象 者 町内在住で在宅の子どもとその保護者

すくすくプレールーム
「にっこりひろば」
（午前10時～11時30分）
【いけたに保育所】

おはなしポケット
（午後3時～3時45分）
【アピタ精華台店】

平成31年１月７日

27日

▶日

出前おはなし会“おはなしポケット”..........

21日

町役場関係部署などのファクス番号・Eメールアドレスは32ページに掲載しています。

時

育児相談................................................

 月第３金曜日 (12月は21日に開催します）
毎
午前10時～11時30分
子育て支援センター
120円
毎 月初めの平日～前日午後４時までに、町
ホームページから「お誕生日のつどい」を検
索、または①スマートフォン②携帯電話で、
左ページカレンダーの二次元コードから。
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妊娠期を元気に過ごすための家族のサポートの仕方や、
生まれてくる赤ちゃんのために新生児へのかかわり方を助
産師や保育士と一緒に学びましょう。申し込みは不要で
す。
▶日
時 毎月第２土曜日（12月は８日に開催します）
午前10時～11時30分 ※変更の場合あり
▶場
所 保健センター
▶対 象 者 町内在住の妊婦とその家族
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すくすくプレールーム開放日...............................
おもちゃがいっぱい！親子で自由に遊びましょう。
▶よちよちひろば
おおむね 0 歳から 1 歳半の子どもたちの遊び場です。
◆日
時 毎週月曜日午前10時～正午
◆場
所 子育て支援センター
▶とっとこひろば
おおむね１歳半以上～就園前までの子どもたちの遊び場
です。
◆日
時 毎週火曜日午前10時～正午
◆場
所 子育て支援センター
▶にっこりひろば
おおむね０～２歳未満の子どもとその保護者
◆日
時 ①第１・４木曜日 午前10時～11時30分
②第２・３木曜日 午後１時30分～３時30分
◆場
所 ①いけたに保育所
②子育て支援センター

「どんなふうにかかわればいいの？」
「離乳食のすすめ方
は？」など気になることがいっぱい。そんなときは保健師
や栄養士に相談してみましょう。
日時や場所は「平成30年度家族の健康カレンダー」
「せ
いか子育て情報誌“SukuSuku”2018」をご覧ください。
ご利用時は、利用日の１カ月前～１週間前に、電話で子育
て支援センターにお申し込みください。

お誕生日のつどい......................................
同じ誕生月の子どもたちが集まり、お祝いします。
ひとりで悩まないで……

児 童 相 談 所
全国共通ダイヤル

子ども虐待に気づいたら……
いち

はや

習
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にこにこ相談（乳幼児相談）.......................

毎月19日「きょうと育児の日」は、
家庭・職場・地域が一体となって子育
て支援を推進する日です。
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寒さに負けない健康な体を！
健康関連のイベントや運動の取り組み、健診の受診など健
康づくりに取り組むとポイントが貯まり、貯まったポイン
トで町内の協賛店のクーポンなどによるサービス特典が受
けられます。

◆健康ポイント 事業実施中

せいか365健康ポイント 協賛店情報
協賛店のクーポン券利用
のサービス（特典）は、
「せ
いか365健康ポイント」の
事業にご賛同のうえ、無償
で提供いただいています。

協賛店情報

新しく、下記の協賛店にご協力いただきました。
町内には、現在23カ所の
「住民主体の体操の居場所」
がで
きています。体操に参加してみたい方やボランティアに興
味のある方、募集中です！！下記にお問い合わせください。
ｑ福祉課 包括ケア推進係ｔ95－1904

◆家族そろって食事を

協賛店随時募集しています！
ｑ健康推進課 保健予防係ｔ95－1905

19 December
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食育の街頭啓発を10月19日 (金）、祝園駅東西連絡通路
で行いました。通例は食育月間の６月に実施するものです
が、大阪府北部地震の影響で延期になり、10月の実施と
なりました。
精華町食生活改善推進員協議会「あすなろ会」や町健康
増進計画マスコットキャラクターたちが、のぼり旗を揚げ、
「あすなろお喜楽クッキング」のレシピやティッシュを配り

町役場関係部署などのファクス番号・Eメールアドレスは32ページに掲載しています。

習

はすバーグ
今回は、精華町食生活改善推
進員協議会「あすなろ会」清水
朝江さん（山田）が紹介する「は
すバーグ」です。

材料（２人分）
肉ダネ［れんこん150㌘、鶏ひき肉150㌘、しょうが（すりおろし）
12㌘、小麦粉大さじ２、塩小さじ1/4］、サラダ油大さじ１、お湯
１カップ（200cc）
、水菜50㌘
Ａ［練りがらし小さじ1/2、酢小さじ２、しょうゆ小さじ２］
作り方
（1）れんこんは皮をむいてすりおろす（汁ごと使用）
。
（2）Ａを合わせておく。
（3）ボウルに肉ダネの材料をすべて入れ、よく混ぜる。
（4）
（3）を２等分にして形を整える。
（5）フライパンにサラダ油を熱し、
（4）を並べる。
（6）
（5）の真ん中をおさえ、中火で３分程度焼く。
（7）
（6）がカリッとしたら、裏返して１～２分間焼く。
（8）
（7）にお湯を入れ、ふたをして強火で５分程度蒸し焼きにする。
（9）
（8）のふたを取って、水分が完全になくなるまで焼く。
（10）食べやすく切った水菜と（9）を皿に盛る。
（11）
（10）に A をかける。
１人分の栄養価
エネルギー 295キロカ
ロリー・たんぱく質16.5㌘・脂質15.3㌘・カルシウム
ミリ
80グラム・食物繊維2.6㌘・塩分1.9㌘

毎月19 日は 食育 の日
食育に関心を持とう‼
食育＝「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、
健全な食生活を実践できる人間を育てること。
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“森のサロン ながたん（精華台）”
森のサロン ながたんでは毎週月曜日に体操を行ってい
ます。体操の後は水景園の移りゆく景色を見ながら、喫茶
を楽しむことが出来ます。また、ギターの演奏にのせて懐
メロを聴いたり、みんなで歌う時間もあります。
【日 時】毎週月曜日 午後１時30分～３時30分
【場 所】けいはんな公園 水景園 展望室
【参加費】100円／回（お茶・お菓子代など含む）
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◆身近な地域で健康づくりの取り組みが

広がっています。
～「住民主体の体操の居場所
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税

▼

習

文化・学

▼

て

教育・子育

催事・募

ながら、家族などがそろって
食事をする「共食」の大切さ
を PR しました。
町では、第３次精華町食育
推進基本方針に基づき“「食」
を育む、
「食」で育む精華町”
を基本理念とする本町の特性
を生かした食育を推進するた
め、食育関係者団体と連携し
いちごファミリーも一緒に食育街頭啓発
て実施しています。
ｑせ いか365事務局（健康推進課・福祉課・国保医療課・生涯学習課・
企画調整課）ｔ95－1905（健康推進課内）

 ～４コマ漫画の作家プロフィール～
“twotwotwo（ににに）”
精華町在住の芦田さんと五座さんの
クリエイターユニット。
絵本や人気ミュージシャンのミュー
ジックビデオや動画制作や町内で子ど
も向けのワークショップも開催されて
います。
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10月20日土曜日

シニアのアプリ開発体験教室

シニア世代の生きがいづくりや社会参加を目的に、高齢
者向けのプラグラミング体験教室のキックオフイベントと
して、京都精華大学教授でマンガ家のすがやみつる先生の
講演会や同学の学生を交えたワークショップなどを 10 月
20 日（土）に SEIKA クリエイターズインキュベーションセ
ンターで開催しました。
20 人を超えるシニア層が参加し、参加者同士での新た
な出会いも楽しみつ
つ、作ってみたいア
プリのアイデア出し
をしました。
今 後 は、平 成 31
年 1 月中旬まで 8 回
の講座を行い、実際
に独自のアプリ開発
を目指します。
すがやみつる先生の講演会の様子

10月21日日曜日

実りの秋、収穫祭で感謝！

社国際電気通信基礎技術研究所（ATR）で開催されまし
た。
今、急 速
に注目を集
めている人
工知能をテ
ーマに必要
不可欠な大
規模計算機
最新ロボットの説明を聞く来場者
の技術革新
に関する講演、また、ロボティクスの未来をテーマにした
パネルディスカッション、そのほか、多言語音声翻訳技術、
脳情報科学など約 80 点の展示がありました。
このほか、10 月 27 日（土）には「まほろば・けいはんな
SSH サイエンスフェスティバル」が同時開催されました。
「人工知能は錯視を知覚するか」と題した講演会や、京都
府・奈良県内の科学に関心を持つ中高生によるポスター
セッションなどがありました。
「ドローンの製作」や「屋根の雪下ろしシステムの開発」の
ほか、環境を含む幅広い科学分野の研究成果が 45 テーマ
あり、訪れた研究者や住民らも熱心に聞き入りました。
日ごろの研究成果を発表する生徒たちの真剣な姿に、未
来の研究者を感じました。

「せいか里山の会収穫祭 2018」が 10 月 21 日（日）、せい
か里山保全活動場所（東畑地区）で開催されました。
当日は天気に恵まれ、約 50 人の参加者が、草刈りや水
路掃除などの保全活動や、さつまいも、里いも、洛いも
の収穫体験で汗を流しました。子どもたちは、里山の木
の実や木を使った木
工体験や、ザリガニ
釣りなどを楽しみま
中高生によるポスターセッション
した。
収穫祭では、生ギ
ター演奏の中、新米
10月28日日曜日
おにぎりや芋煮など
秋の味覚を堪能しま
した。
秋晴れの中ランチタイム
「精華町障害児者ふれあいのつどい」
「精華町障害児者ふれあいのつどい」
が 10 月 28 日（日）、が 10 月 28 日（日）、
むくのきセンターで開催され、障害のある方やその家族
10月25日木曜日
～27日土曜日 むくのきセンターで開催され、障害のある方やその家族
など約 500 人が参加しました。
など約 500 人が参加しました。
町や社会福祉協議会、相楽福祉会、町支援学校生親の
町や社会福祉協議会、相楽福祉会、町支援学校生親の
会などの実行委員会が毎年開催。参加者は、品物釣り、
会などの実行委員会が毎年開催。参加者は、品物釣り、
箱積み競争、バルーンアート作り、ブラスバンド演奏な
箱積み競争、バルーンアート作り、ブラスバンド演奏な
けいはんな学研都市にある情報通信関連機関や大学の
どを楽しみました。
どを楽しみました。
研究成果を紹介する「けいはんな情報通信フェア
2018」が
今年は 2020 年開催の東京パラリンピックの正式種目で
今年は 2020 年開催の東京パラリンピックの正式種目で
10 月 25 日（木）～ 27 日（土）、けいはんなプラザ・株式会

みんなで一緒に楽しもう

情通フェアとポスターセッション

21 December

町役場関係部署などのファクス番号・Eメールアドレスは32ページに掲載しています。

もある、
「ボ
ッチャ」
の選
手が登場し、
体験やデモ
ンストレー
ションが行
われました。

もある、
「ボ
ッチャ」
の選
手が登場し、
体験やデモ
ンストレー
ションが行
われました。
競技を楽しむ参加者

シックまで子どもから大人まで楽しめるコンサートとな
りました。地元の吹奏楽団「ベリーズけいはんな」とのコ
ラボレーションや指揮者体験などもあり、会場は大いに
盛り上がりま
した。
終演後の楽
器体験コーナ
ー で は、普 段
なかなか手に
することので
きない楽器に
触 れ、子 ど も
たちの目も輝
いていました。
トランペット上手に吹けたよ！

「ボッチャ」の選手と一緒に記念撮影

11月1日木曜日

弥生時代の文化に触れる

精華町視覚障害者教室が 11 月１日（木）、晴天の中、滋
賀県野洲市歴史民俗博物館で開催されました。
まが
13 名の参加者は交流しながらヘルパーさんと一緒に勾
たま
どう たく
玉を削り、作り上げることができました。また、銅鐸な
どを手で触ったり、その音を耳で聞いたりして、学芸員
の説明を聞きながら弥生時代の歴史を学ぶことができま
した。

参加者全員で記念撮影

11月4日日曜日

親子でクラシックコンサート

０歳児からクラシック音楽を楽しめる「けいはんなふれ
あいコンサート 2018」が 11 月 4 日 ( 日 )、けいはんなプラ
ザで開催されました。
関西の一流オーケストラ「オオサカ・シオン・ウインド・
オーケストラ ソロイスツ」の演奏で、アニメ音楽からクラ

みんな、ぼくに合わせてね

11月12日月曜日

DVを容認しない社会へ

11 月 12 日（月）～ 25 日（日）は、「女性に対する暴力を
なくす運動」期間です。ＤＶ（配偶者などからの暴力）、デ
ートＤＶ（恋人からの暴力）、性犯罪、ストーカーなどで
は、圧倒的に女性が被害者となっています。
パープル
（紫色）
は、女性に対する暴力を根絶する運動の
シンボルカラーで、パープルリボン運動は、暴力の下に
いる女性に勇気を与えようとの願いを込めた運動です。
11 月 12 日（月）は京都府内で「配偶者等からの暴力をな
くす啓発期間」一斉街頭啓発が実施されました。本町にお
い て も、精 華 町 男
女共同参画審議会
委員の協力によ
り、パ ー プ ル リ ボ
ンをかたどったマ
スクや救急絆創膏
などを町内商業施
設 で 配 布 し、女 性
への暴力根絶を訴
ストップ！女性への暴力
えました。
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Huaka’i Hou
 ― 新たな冒険

winter months. On the other hand, the creeping cold
signals the coming of a holiday season sure to warm
your soul. Of course, I'm talking about Christmas!
While originally a Christian holiday, many
Americans celebrate Christmas irreligiously with giftgiving and spending time with the most important
people in their lives, be it family, friends, or coworkers. Public areas, shopping malls, and homes
are often decked with seasonal decorations to get
everyone in the Christmas spirit.

in Hawaii is going to see the Honolulu City Lights at
is adorned with a large, festive tree on the lawn, a
Santa Claus and Mrs. Claus statue on the fountain,
and other seasonal decorations placed about the city
hall's grounds. The Honolulu City Lights has been
lighting up Christmases in Hawaii for more than 30
years and is a major part of local culture.
From what I've noticed, Christmas in Japan is
celebrated similarly to the America, but to whom the
holiday is geared is atypical. In America, Christmas
is generally tailored for younger audiences, but in
Japan it's a major holiday for couples. In all my years
celebrating Christmas, I have never seen so many
people worrying about having a significant other to
spend the holiday with as I have in Japan!
Whether you celebrate Christmas with your
significant other or by opening presents with your
friends while eating fried chicken and Christmas
cake, remember to stay warm so you can start the
New Year off healthy!

23 December

ギギ・ギャヴィン Guigui Gavyn
米国ハワイ州オアフ島出身。
1993年１月27日生まれの25歳。町役場
では、多文化共生や国際理解など、まちの
国際化の仕事を担当。

町役場関係部署などのファクス番号・Eメールアドレスは32ページに掲載しています。
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火の用心
Ｖｏｌ.302

「住宅用火災警報器」

大切な家族を守る

消防法などにより全住宅で

設置場所

設置 が 義務！

全ての寝室・台所・階段の天井など

ゆ る

Honolulu City Hall. Every year, Honolulu City Hall

暖房器具からの火事を防ぐために

giving, one of the most popular Christmas traditions

給油する際には、灯油であることと、
完全に火が消えていることを確認してか
ら行いましょう。
布団や衣服などをストーブの近くに置
かないようにしましょう。
使用する前には、清掃と点検を怠らな
いようにしましょう。

a similar way. In addition to the tradition of gift-

最後に

continent, Hawaii residents celebrate Christmas in

皆さんの注意一つで火事は防げます。
今後も、油断をせず、安全確認を行いま
しょう。
ｑ精華
４１９７
 町消防本部指令課ｔ

Despite being separated from the American

消防団では、12月26日㈬～ 30日㈰、年末警戒を実施しま
す。消防団が夜に各地区内を巡回することで、地域住民の火災
予防に対する意識の向上を目的とし、精華町から火災を起こさ
ないために実施しています。

冬になり気温が下がると暖房器具を使用する機会が多くなります。毎
年この時期に起きる火災の原因の上位には、必ず暖房器具による出火
が 挙 が っ て い ま す。 暖 房 器 具 の 使 用 方 法 を 誤 ら な い よ う に 注 意 し ま
しょう。

think I'll ever get used to how chilly it gets during the

2018年も終盤に差しかかり、ものすごく寒いです。日
本に何年住んでも、冬の寒さに一生慣れないと思います。
その一方、寒くなるにつれて必ず心を温めてくれるあの
シーズンが来ます。もちろん、クリスマスシーズンです！
元々はキリスト教の習慣ですが、多くのアメリカ人は宗
教とは関係なく、プレゼントを交換したり、家族、友だち
や同僚などの大切な人と時間を過ごしたりしてクリスマス
を祝います。みんなをクリスマス気分にするために、公共
の場、ショッピングモールや家は季節の飾りで装飾されて
います。
ハワイはアメリカの本土から遠く離れていても、本土の
人と同じようにクリスマスを祝います。プレゼント交換
のほかに、人気のあるクリスマス行事の一つは、ホノル
ル市役所の「ホノルル・シティー・ライツ」を見に行くこ
とです。毎年、ホノ
ルル市役所の芝生に
巨大なクリスマスツ
リー、噴水にサンタ
さん夫婦の像、敷地
内には数多くのクリ
スマス飾りの展示が
施されています。こ
Mr. and Mrs. Claus on the fountain and christmas tree
れは30年も開催され ©Honolulu City Lights
ている恒例のクリスマスイベントで、現地の文化の大事な
一部となっています。
日本での祝い方はアメリカとほぼ同じだと気付きました
が、目的または対象者が違います。アメリカでは、クリス
マスは子ども向けのホリデーなのに、日本ではカップル向
けの日だそうです。クリスマスを一緒に過ごせる大切な人
がいないことに悩んでいるたくさんの人々を日本に来て初
めて見ました！
大切な人と一緒に過ごして祝うにしても、フライドチキ
ンやクリスマスケーキを食べて、プレゼントをあけて祝う
にしても、元気に新年を迎えられるように、暖かくして過
ごしてください！

消防団による年末警戒実施

しょうぼう
暖房器具から火事になった事例

is it cold. No matter how long I live in Japan, I don't

アロハ、サンタさん！

年末火災予防運動

①火が出ないからといって、電気ストー
ブを使用したまま就寝してしまい、電
気 ス ト ー ブ に 布 団 が 接 触 し、 出 火 し
た。
②石油ストーブに灯油ではなくガソリン
を給油したことにより、異常燃焼が起
こり出火した。
③ストーブの近くに干していた洗濯物が
何らかの拍子に落下し、その洗濯物に
着火して出火した。

Here we are in the home stretch of 2018 and boy

第４ 回

広報

その油断、その気の緩みが火事を出す

Aloha, Santa Claus!

12月20日（木）～ 31日
（月）

‼
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