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発行にあたって 

 

 佐呂間町家庭教育推進会議（以下「会議」）は、平成１６年に発足し、１０年が

経過しました。 

 会議では、佐呂間町の家庭教育の推進を図るため、子どもに携わる団体（PTA・

子育て支援団体・スポーツ少年団）や行政機関（保健師・子育て支援センター・

教育委員会）などが集まり、互いの情報交換や、学校への出前事業、保護者や一

般町民向けの講演会、体験事業などに取組んできました。 

 これまで取り組んできた事業の中には、遠方より講師を招いての講演会もあり

ましたが、特に体験型の事業においては、町内や近隣市町村に在住の方に講師を

務めていただき、地域の魅力を再発見できる内容で事業展開を行ってきました。

これらの事業の中には、学校授業や PTA・子ども会活動等、様々な場面で取組め

る内容が含まれていると考えます。 

 この報告書は、これまでの活動の中で、特に体験型の事業を中心に作成したも

のです。ぜひ皆さんの活動の一助にしていただければ幸です。 

  

佐呂間町家庭教育推進会議 
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期  日：平成１９年１１月３日(土) 

場  所：佐呂間高校調理室 

参加対象：包丁が扱える子どもとその親(保護者) 

講  師：ＪＦ佐呂間女性部 ９名 

＜実施内容＞ 

 ８：００ 準備開始 

 ９：３０ 受付・趣旨説明 

 ９：４０ 鮭のさばき方説明・実演 

 ９：５０ 調理開始(５名程度のグループ毎) 

      ・鮭を１本さばく 

      ・鮭フレーク、ふんわりコロッケ、 

       ホイル焼き 

      ・講師によるあら汁作り 

１２：００ 試食 

      ・上記のほか、事前に仕込んであ

ったカルパッチョ、スモークサ

ーモンなどもテーブルにあがる 

 

漁協女性部は、この講座のほかにも、

札幌や旭川の大学（短大）等で講師を

務めるなど、普及教育活動に取組んで

います。 

小学生から高校生まで、幅広い年齢

の参加があり、それぞれの年代で親子

の交流を深めていました。 
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期  日：平成２０年１１月１日(土) 

場  所：渡部牧場（大成）、佐呂間高校調理室 

参加対象：小学生とその親(保護者) 

講  師：ＪＡサロマ女性部 

協  力：ＪＡサロマ 

＜実施内容＞ 

 ８：５０ 佐呂間高校集合 

 ９：００ バスで移動 

・クイズを解きながら関心を高める 

 ９：２０ 牧場到着 

・オリジナル紙芝居 

・牛舎見学 

１０：１０ バスで移動 

・クイズの答えあわせ 

１０：３０ 調理開始 

      ・バター作り（子ども達）  

      ・シチュー作り（親） 

１２：００ 試食 

      ・上記のほか、事前に仕込んであっ

た生キャラメルなども試食 

この講座を実施した後、ＪＡサロマ女

性部では、学校授業や PTA の研修会で

講座を行うほか、独自の食育活動に取組

んでいて、うどん作りなど、講座メニュ

ーも増えています。 
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期  日：平成２１年１０月１日(木) <森へ行こう> 

     平成２２年１０月２日(木) <森であそぼう> 

場  所：幌岩山自然休養林 <森へ行こう> 

サロマ湖畔遊歩道 <森であそぼう> 

参加対象：小中学生とその親(保護者) 

講  師：佐呂間森林事務所 

協  力：網走中部森林管理署 

常呂川森林環境保全ふれあいセンター 

＜実施内容＞ 

 カミネッコンによる植樹 

 森林探索 

 伐採体験 

 ネイチャーゲーム 

森林事務所などでも、普及教育活動に取

組みたいと考えていて、積極的に協力して

いただくことができました。 

高校生がボランティアとして参加したこ

とで、異年齢交流も図れました。 

期  日：平成２５年２月２３日(土) 

     平成２６年２月１５日(土) 

場  所：サロマ湖畔遊歩道 

参加対象：小・中・高校生とその親(保護者) 

講  師：佐呂間森林事務所 

常呂川森林環境保全ふれあいセンター 

 

＜実施内容＞ 

スノーシューハイキング 

(湖畔遊歩道・サロマ湖散策) 

スノーシューを履いて冬の森を散策！結氷し

たサロマ湖にも降り立ちました。動物の足跡な

どもわかりやすく、冬の森の魅力を満喫しまし

た。スノーシューは丸瀬布昆虫同好会、常呂少

年自然の家から借用しました。 



 5 

期  日：平成２２年７月１７日(月) <第１回> 

     平成２３年７月１８日(月) <第２回> 

     平成２４年７月１６日(月) <第３回> 

場  所：サロマ湖・富武士漁港 

富武士漁民センター<第１回のみ> 

参加対象：小中学生とその親(保護者) 

講  師：指導漁業士、青年漁業士、漁師 

山内調理師<第１回のみ> 

協  力：佐呂間漁業協同組合青年部 

内  容：養殖施設見学、市場見学、網起こし体験、

調理実習、試食 

エビ・ほたて編では養殖施設の見学を中心に、１年目は中華料理の実習、２年

目からは網おこし体験を合わせて実施しました。 

サロマ湖の海苔編では、北海道唯一の海苔養殖施設を見学しました。 

どちらも、ただ見学体験するだけでなく、漁業者から直接作業の様子など話を

聞くことができ、地域の産業・食をより深く学ぶことができました。 

期  日：平成２５年１１月３０日(土) 

場  所：㈱カネテツ谷川水産加工場 

参加対象：小中学生とその親(保護者) 

講  師：谷川哲也氏 

内  容：海苔加工施設見学、海苔焼き体験 

     海苔の生育についての説明 
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期  日：平成２３年６月４日(土)～１２月３日(土) 

 <全６回> 

場  所：町民健康菜園・育苗センター・地場産品開

発研究センター 

参加対象：幼児・小・中・高校生とその親(保護者) 

参加者数：１５組４５名 

講  師：網走農業改良普及センター 船戸指導員 

     垂水玲子・高井富子（豆腐作り） 

協  力：ＪＡサロマ 

＜実施内容＞ 

 ６月 ４日 種植え 

７月 ２日 草取り 

９月１３日 枝豆収穫（試食）  

１０月１５日 大豆収穫 

１１月１２日 脱穀 

１２月 ３日 豆腐作り（試食）  

 豆作りから最後は豆腐になるまで、

一連の流れを全て体験することで、食

べ物のありがたみ、農業のたいへんさ

が伝わる講座となりました。 

 豆の知識・道具・畑の管理にいたる

まで、船戸指導員及び JA サロマの協

力が得られたおかげで、充実した事業

となりました。 
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期  日：平成２４年６月９日(土)～１１月１０日(土) 

 <全５回> 

場  所：町民健康菜園・育苗センター・町民センター 

参加対象：幼児・小・中・高校生とその親(保護者) 

参加者数：２６組７５名 

講  師：網走農業改良普及センター 田中指導員 

     本田達夫（そば打ち） 

協  力：ＪＡサロマ 食生活改善推進員 

＜実施内容＞ 

 ６月 ９日 種まき 

７月２１日 草取り 

９月 ８日 収穫  

１０月 ６日 脱穀 

１０月２９日 製粉（特別授業） 

１１月１０日 そば打ち（試食）  

 「豆」の講座に引き続き、田中指導

員及び JA サロマの協力により、参加

者が種から育てた１４kg のそばの実

を収穫し、１０kg のそば粉になりま

した。 

最終日は、町内のそば店主に指導いた

だき、そば打ちにチャレンジ。そば粉

を混ぜる行程からそば切りまでの全

てを自分たちで行い、手作りそばを味

わいました。地域の産業、食について

家族でふれあいながら学びました。 
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期  日：平成２５年６月２２日(土) 

～１１月９日(土) 

                <全３回> 

場  所：町民健康菜園・かぼちゃ工場 

佐呂間高校 

参加対象：幼児・小・中・高校生とその親(保護者) 

講  師：ＪＡサロマ、シンデレラ夢実行委員会 

 食生活改善推進員 

＜実施内容＞ 

 ６月２２日 苗植え 

８月３１日 ランタン作り 

１１月 ９日 調理実習（試食）  

 佐呂間の特産物「かぼちゃ」をテーマ

にした講座で、講座全般に渡り JA サロマ

の協力をいただいた。 

当初、かぼちゃを苗から育て、そのか

ぼちゃでくりぬきや調理を実施する予定

でしたが、天候不良などにより、かぼち

ゃが収穫までいたらず、ランタン作り、

調理については別のかぼちゃを用意する

こととなりました。 

ランタン作りは、作成したランタンを

「シンデレラ夢」の会場に展示した。調

理実習では、食生活改善推進員の指導に

より、かぼちゃ団子、かぼちゃポタージ

ュ、かぼちゃ汁粉を作りました。 
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日程 分類 事業名 講師等 対象 人数 その他

Ｈ16 11月17日 講演会 家庭教育講演会「ジャパ外人流父親の子育て」 ダイアンブラウン 一般 75

12月5日 講演会 教育講演会「子どもは愛と自由によって花ひらく」 野口良行 一般・PTA 150 町P連共催

1月28日 講演会 家庭教育学級「親子のきずなって」 米内山邦子 一般 45 佐中P共催

2月7日 講演会 子育て支援講演会「みんなで支えよう子育て家族」 中谷通恵 一般 80

Ｈ17 11月8日 出前授業 「性」についての授業 大沼峰子 中学生・保護者 225

11月15日 講演会 子育て支援講演会「愛のあるしつけ方」 内田玲子 一般 110

2月18日 講演会 講演「男が語る男の子育て」 谷地元雄一 男性 50

Ｈ18 7月3日 出前授業 「性」についての授業 大沼峰子 中学生 71

7月3日 講演会 「性」についての講演会 大沼峰子 一般 50

7月4日 出前授業 「性」についての授業 大沼峰子 中学生 130

9月21日 講演会 講演「いのちのバトンタッチ」 鈴木中人 一般 50

9月22日 出前授業 講演「いのちのバトンタッチ」 鈴木中人 高校生・保護者 160

11月26日 講演会 食育についての講演会 佐々木トミ 一般・PTA 150 町P連共催

Ｈ19 8月18日 その他 夏休み親子映画鑑賞会「バッテリー」 一般・親子 200 文化庁事業

10月20日 講演会 講演「おいしさも健康も！コツは常識の再点検」 北折一 一般 40

11月3日 体験実習 食育実習「こんなに大きい魚をさばくのは初めて」 JFサロマ女性部 親子 40

11月25日 講演会 講演「地域で育む特別支援教育」 佐々木浩治 一般・PTA 150 町P連共催

Ｈ20 10月16日 出前授業 講演「君の志を問う」 上甲晃 高校生 120

10月16日 講演会 講演「志」 上甲晃 一般 120

11月1日 体験実習 食育実習「モーモー講座　牛乳から何ができるかな？」 農協女性部 親子 30

11月22日 講演会 講演「子どもの心を守る」 坂本勉 一般・PTA 140 町P連共催

Ｈ21 9月17日 出前授業 講演「青春へのメッセージ」 若松新一 高校生 150

9月17日 講演会 講演「新しい発想で生きる～人間牧場・遊び心の創造」 若松新一 一般 70

10月1日 体験実習 森林教室「森へ行こう」 森林事務所ほか 親子 26

12月5日 講演会 講演「日本の親の仕事～子育ての本来像」 野口芳宏 一般・PTA 170 町P連共催

Ｈ22 7月19日 体験実習 食育実習「われらは海の子～エビ・ほたて編」 漁業士・調理師 親子 42

10月2日 体験実習 森林教室「森で遊ぼう」 森林事務所ほか 親子 20

10月26日 出前授業 講演「いつの日か・・・夢を持ち続けることの大切さ」 平澤芳明 高校生 130

10月26日 講演会 講演「いつの日か・・・夢を持ち続けることの大切さ」 平澤芳明 一般 75

12月5日 講演会 講演「夢をあきらめない　～自分を信じて～」 敦賀信人 一般・PTA 170 町P連共催

Ｈ23 6月～12月 体験実習 食育実習「畑の肉をいただきます～大豆を育てて豆腐を作る」 普及センター・農協 親子 43 全６回

7月18日 体験実習 食育実習「われらは海の子～エビ・ほたて編」 漁業士・漁協青年部 親子 31

10月20日 出前授業 講演「思うは招く～夢があれば何でもできる」 植松　努 高校生 145

10月20日 講演会 講演「思うは招く～夢があれば何でもできる」 植松　努 一般 80

11月6日 講演会 講演「生きながら生まれ変わる　」 米良美一 一般・PTA 380 町P連共催

Ｈ24 6月～11月 体験実習 食育実習「～種まきからそば打ちまで、まるまる体験～特上もりもりそば」 普及センター・農協 親子 75 全５回

7月16日 体験実習 食育実習「われらは海の子～エビ・ほたて編」 漁業士・漁協青年部 親子 30

12月2日 講演会 講演「子どもの発達とメディア～リスクから子どもを守る～」 諏訪清隆 一般・PTA 140 町P連共催

2月23日 体験実習 森林教室「スノーシューで森へ行こう」 森林事務所ほか 親子 23

Ｈ25 6月～11月 体験実習 食育実習「いいね！サロマのかぼちゃ」 農協 親子 64 全３回

10月18日 音楽会 音楽会「身近に感じる声楽の魅力」 山本教諭ほか 高校生・一般・親子 300

11月30日 体験実習 食育実習「われらは海の子～サロマ湖の海苔編～」 谷川哲也 親子 12

12月8日 講演会 講演「スケートで学んだこと」 藤本祐司 一般・PTA 100 町P連共催

2月15日 体験実習 森林教室「スノーシューで森へ行こう」 森林事務所ほか 親子 13

佐呂間町家庭教育推進会議活動内容（主要事業等） 


