和泉の医療と福祉に貢献する

＼ 誰でも先生、誰でも生徒、みんなで一緒に学校ごっこ ／
和泉市いぶき野5丁目1-11

☎(0725)５５－１００８
和泉市光明台3-5-7
☎0725-56-5137

㈲ 郷・エコフォーム
・植木の剪定
・消毒(殺虫、殺菌剤の散布等）
・お庭の散水や草取り作業

一生を美しい自分の歯で過ごせる歓び。
それは、人生を豊かにする大切なひとつの要素。

歯の治療から、本当の健康へと導きます。

参加費無料！

お庭の管理をお手伝い

0120 – 503 - 534
（光明台1-32-7-104）

代表者 ： 郷上（ごうがみ）廣次

朝礼 8:30～
朝は、まず朝礼！
からだをほぐして
すがすがしい気持ちで
授業に向かいま
しょう。

授業

9:00～

時間割の中から、おもしろ
そう、なんだろうと思うも
のを見つけたら
いざ、教室へ！
きっと何かが
見つかるはずです。
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（土）

★中学3年生対象に「性感染症予防」「望ま
ない妊娠の予防啓発出前授業」継続11年。
授業を受けた生徒は16,000人以上！！
★SACHICO(性暴力救援センター大阪)と
サチッコ応援しています。

国際ソロプチミスト大阪-南陵
http://www.osaka-nanryo.com

掃除

12:00～

来た時よりもキレイに！
今日の出会いに感謝して
教室や廊下など、
すみずみまで掃除
しましょう。

北池田中学校

軽費老人ホーム

伏屋町5-10-11

TEL 57-0791

歓の里デイサービスセンター
歓の里ケアプランセンター

まちセミ・IZUMIとは．．．
同じ教室で子どもから大人までが
机を並べてみんなで一緒に学ぶ、
1日だけのわくわく・ドキドキ「学校ごっこ」

主催：まちセミ・IZUMI実行委員会

伝えたい

学びたい、支えたい、

それぞれの想いが笑顔につながる瞬間！
みんなで一緒に体感しましょう！

後援：和泉市、和泉市教育委員会

問い合わせ TEL 080-5701-5492

１時間目
教室は、体育館を除いて６部屋です。
色別に掲載していますので、右下の校
内図を参考にしてください。

9：00～9：50

多目的室B

からだ

みんなで楽しく
脳とからだの健康づくり！

３時間目

徳永美智子・杉森まり子
ふまねっと運動は、ゆっくりあみを踏まな
いように歩き、ステップを学習する。失敗
しても大丈夫！ 失敗が交流を促進します。
運動が苦手な方、どなたでも大丈夫です。
一緒にふまねっと運動しませんか？

多目的室B

つくる

西口

楽しく作る５つ折り切り紙

つくる

三津井 博次

多目的室D

こころ

2020教育改革
和泉の学校の今・これから
小川 秀幸【和泉市教育委員会】

【NPO 泉大津 和花(のどか)】
折紙を５つ折りにして、シンメトリーの切
り紙とその切紙から折る折り紙。

【形式：体験】【定員：20～30人程度】
【対象：小学4年生以上】
【持ち物：無地の折り紙、ハサミ、のり(できれば)】

理科室②

からだ

アロマのある暮らし
心と身体のセルフケア

2020年、教育が変わる！ 新しい学習指導
要領のもと、子どもたちに変化の激しい予
測不可能な時代を生き抜く力を育成する教
育が求められています。今変わりつつある
和泉の学校・子どもたちの姿を紹介します。

11：10～12：00

体育館

つくる

いずみ市民大学の仲間達

【インターナショナルアロマスクール】

【形式：体験】

ポケモンＧＯのポケストの作り方。

いずみ市民大学まちづくり部の大運動会で
老若男女が集い、紙ヒコーキを飛ばしたこ
とがきっかけで開催。１枚の紙を３分で、
心のこもったおもちゃに変えて、願いを込
めて飛ばしましょう。

２時間目
10：05～10：55

つくる

野菜作りから学ぶ子育て術

こころ

ことば
個性あふれる「まちセミ・IZUMI」
授業内容はセンセイの個人的な見解
です。
さあ、次はどの授業にしますか？

理科室①

くらし

石橋 敏彦

500語程度の英単語と、中学２年生レベル
の英文法で、かんたんな英会話を楽しむこ
とが可能です。レッツ・トライ！

【形式：聴講・時々対話】【定員：20人程度】
【対象：受験生以外】

今日からあなたもスッキリ
美人！

理科室②

つくる

インテリアコーディネーター、工務店歴30
年。これでいいんですか？ このままでいい
んですか？ あなたの暮らし。さあ、今日か
ら美部屋めざして、かたづけ美人になろ
う！
【形式：体験・聴講】
【持ち物：厚みのある紙袋（できれば）】

人の心を○○する魔法の
ツール ”ことば”

星野

イチロウ
簡単にホームページを作る方法を教えます。
またホームページ制作の現場の話を事例を
交えて話します。

【形式：聴講】【定員：30人程度】

多目的室C

どなたでも楽しんでいただけます。よくみ
てかく、大きくかく、誰かを想ってかく。
それだけです。ヘタも上手もありません。
大切な人に心を届けましょう。さあ、ご一
緒に!!
【形式：体験】【材料費：300円】

おつかれさまでした。
まちセミ・IZUMI いかがでしたか？

高橋 俊宗

来年は、ぜひあなたもセンセイに！

ことばは人と人の間で生きて動いている。
なんでもないひとことが、人の生き方を変
化させる。ことばという魔法のツールは魅
力にあふれ、同時に厄介な代物である。

アンケートの提出もお忘れなく！

本番に向けて、私たちと
一緒に、企画から参加し
ませんか！

1300年前和泉で生まれた

よのなか 伝説の光明皇后さま！
金児 和子

光明皇后の説明とゆかりある和泉市内の観
光スポットを、紙芝居やプロジェクターと
スクリーンでお見せします。

北池田中学校

校内地図

注意事項
※立ち入り禁止のお部屋

✓ 本日の授業は、全て３階で開催します。

多目的室D

普段、どんな言葉を使っているのか？
ちょっと気をつけてみませんか。独り言・
他の人に言っている言葉。否定的な言葉を
言っていませんか？否定的な言葉を使うと
幸せが逃げて今うんです。前向きな言葉を
使いましょう！
【形式：聴講】

音楽室③

おと

理科室② たのしく科学実験

横田 裕司

戦後から９年後、高度成長の最中、工業生
産の世界では失敗の連続で、幾多の困難を
克服してきました。失敗は悪ではなく、改
善のチャンスとした、日本のもの作りの歴
史を交えながら、お話させていただきます。
【形式：体験・聴講】

✓ 他の階には入らないでください。

【形式：聴講】

理科室① 失敗しようよ

望月 麻美

くらし

金谷 充洋

塩留塩素試薬を使った簡単な実験

✓ 色の付いている６部屋以外は立ち入り禁止です。
✓ 授業によって定員があります。先着順ですので

多目的室C
音楽室③

ご了承ください。
✓ くつは袋に入れて持ち歩いてください。
✓ ゴミは各自でお持ち帰りください。
✓ 校内は禁煙です。
✓ 出会った人には挨拶をしましょう。

中庭
（

五来先生
【コーラスグループぶどうの木】

【形式：体験】

多目的室B

理科室②

【形式：体験】

みんなで歌おう！
みんなでハモろう♪

みんなで楽しく歌いませんか？心も体も元気
になって自然と笑顔があふれます♪ ハモ
る？ でも私ってホントにソプラノ？ もしか
してアルト？ そんな疑問にも老若男女お答
えします。まずはとにかく歌いましょう！

利香

【形式：聴講】

ホームページの作り方と
制作の現場のお話

よのなか

ヘタでいい ヘタがいい
絵手紙に想いをのせて
【星野書き方ことばあそび教室】

（１時間目の体育館は除く）

多目的室D 前向きな言葉を使って
こころ 幸せ呼び込もう

田中 要行【ナイスの会】

榮治

大池 敦子

子育てに悩んでいませんか？ 教育で大切
なことって？ それに対して、野菜作りを
通してズバリお話します。野菜作りに興味
のある方も楽しめますよ。

音楽室③

【形式：体験】

多目的室B

多目的室D

【形式：聴講】

もっと飛んで!!
３分で折る紙ヒコーキ

的場 知佐子
植物100％の安心・安全な、高品質のアロ
マを学び、心と身体のバランスを取り、自
己免疫機能を高めます。今回は特別に、ミ
ニアロマクリーム作りも体験していただけ
ます。

理科室① ポケストのツクリカタ！
よのなか
寺下 彰人

かんたん英会話

ことば

【形式：体験】【定員：20人程度】

【形式：聴講 】

【形式：聴講】

多目的室C

バルーンアートは、観て、作って楽しく、
プレゼントして喜ばれます。風船は、割れ
るかのドキドキ感・手と指を動かすことで
脳トレになり、自然と笑顔が生まれ、お子
さんから高齢者の方まで幅広く楽しめます。

【形式：体験】【定員：10人程度】

多目的室C

元気になる
バルーンアート教室

泉州北エリア委員会

まちセミIZUMいは、まちのみんなの力で
作られています。
協力してくれたあなた、センセイや
ボランティアをしてくれたあなた、
参加してくれたすべての人にありがとう！
また、来年もお会いしましょう。

まちセミ・IZUMI実行委員会 一同
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