
 

2020.7.1 発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒025-0062 岩手県花巻市上小舟渡 272-１．８号棟  0198-41-3310 

開館日時：月曜―日曜 10 時～16 時（年末年始・祝祭日は休み） 

メール相談：soudan@jyoseitokonomirai.org HP: https://jyoseitokonomirai.org/ 

    フェイスブック：https://www.facebook.com/jyoseitokonomirai/ 

★7 月の休館日は、

23(木 )・ 24(金 )です★  

 

特定非営利活動法人 女性と子の未来 

 

＜アンの家 Anne's ハウスのご利用について＞ 
・発熱や風邪の症状がある方の入館はご遠慮下さい。 
・マスクの着用、手指消毒の実施をお願いします。 
・検温を行い、37.5 度以上の発熱者は入館をご遠慮下さい。 
・花巻市内在住の方のご利用をお待ちしております。 
・講座・相談以外の来館は、当面の間、ご遠慮下さい。 
・ゴミはお持ち帰り頂きますよう、お願い申し上げます。 

 のイベント 

 

『お料理教室   えっ！ 日配品が 
              メインディッシュに？』 

7 月 25 日(土) 10 時～12 時   
要予約（7／22 まで） ★先着 3 名限定★ 

 日配品をフルに使い  メインディッシュにしちゃ

います！ 覚えておくと便利よ～。 

参加費：1,200 円(副菜 2 品付き) 

持ち物：お持ち帰り用のタッパー 

講師：小笠原仁美さん（Side dish & Snack） 

 

『お料理教室 超簡単！ 
               とり肉の味噌マヨ焼き』 

7 月 11 日(土) 10 時～12 時   
要予約（7／8 まで） ★先着 3 名限定★ 

 超簡単！ 少ない材料を切って短時間漬け焼くだけ

で、激うまなメインディッシュが出来ますよ！ 副菜も

付きますので そのまま今夜の夕食にしませんか？ 

対象：どなたでも（親子参加、 

お子ちゃま連れ OK） 

参加費：1,200 円(副菜 2 品付き) 

持ち物：お持ち帰り用のタッパー 

講師：小笠原仁美さん（Side dish & Snack） 
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『アンの家お喋り会』 
7 月 30 日(木) 10 時半～12 時 予約不要 

特に固定メンバーは決まっていませんので、 

初めての方の参加も大歓迎です。 

 喋ってストレス解消しませんか？ 
  対象：どなたでも(お子様連れも可) 

参加費：無料  持ち物：特になし 

『絵手紙教室』 
7 月 13 日（月）10 時半～12 時   

要予約（7／10 まで） 

「ヘタがいい、ヘタでいい」気持ちの 

こもった絵手紙を描いてみませんか？ 

託児はないけど、子連れ OK☺ 

対象：どなたでも 持ち物：特になし  

参加費：500 円 講師：照井満喜子さん 

（日本絵手紙協会公認講師） 

『吊るし飾りの制作教室』 
7 月 10 日（金）10 時～15 時半  

要予約（7／7 まで）  
 子どもの健やかな成長を願って作る「吊るし飾
り」。１日集中して作れば１セット仕上がります！ 

見学だけの方も歓迎、開催時間中ならいつでも
Anne’s ハウスへお越し下さい☆ 
 
参加費：1,500 円（材料代込み） 
持ち物：ソーイングセット  
対象：どなたでも  
講師：小笠原節子さん 

『健康講座・姿勢のひみつ』 
7 月 10 日（金）10 時半～12 時   

7 月 21 日（火）10 時半～12 時 

（都合の良い日をお選び下さい） 
 
★各回、先着５名限定★ 

要予約（前日まで） 
・子育てで疲れていませんか？ 
・肩こりで悩んでいませんか？ 
・肩や腰、つらくなっていませんか？ 
これらのお悩み、もしかして「姿勢」が原因かも

知れません。体のゆがみは、多かれ少なかれ誰でも
あるものです。姿勢の専門家から、姿勢を良くする
ための方法を学べます！ 
参加費：無料  持ち物：特になし 

対象：どなたでも(お子様連れも可)  
講師：千葉京子さん（姿勢科学士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

その場での飲食

ではなく、お持

ち帰りでお召し

上がり下さい。 

 

 

万一、講師の急な都合で中止になった場合、HP（https://jyos

eitokonomirai.org）にてお知らせ致します。 

『草木染め教室』 
7 月 16 日（木）10 時半～12 時   

要予約（7／13 まで）  

 日よけにもなるガーゼストールを、 

優しい色合いの草木染で染めてみませんか？ 

※染める布もこちらでご用意します 

対象：どなたでも（お子様連れも可）参加費：1,500 円 

持ち物：エプロン(汚れ防止用)       (材料費込) 

講師：照井富美子さん（草木染「あかね会」） 

 

 

2 日前以降の 
キャンセルは、
キャンセル料を

頂きます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

↓「Anne’s ハウス通信」の設置場所↓   保健センター・まなび学園・こどもセンター・花巻市役所・花巻市内図書館・花巻
市内子育て支援センター・ジョブカフェ・花巻市交流会館・中部病院・ＫＵＢＯクリニック・工藤医院・大沼小児科・川
嶋医院・こどもみらいクリニック・ゆかわ脳外科・はじめこどもクリニック・あおいデンタル・アルテ・賢治の広場・イ
トーヨーカドー・古民家 cafe ほっこり・おいものせなか・フォルダ・ビッグハウス・しっぽ・産直あおぞら・つたの輪・
花城食彩館・案山子・ベルプラス松園店・ベルプラス東和店・なはんプラザ・男女共同参画センター・わこの家・花巻幼
稚園・ＩＮＤＹ500・ぴっころ保育園・大谷幼稚園（順不同・敬称略）。 チラシ置いても良いというお申し出、歓迎💛 

花 巻 市 委 託 事 業 
 

☆「女性相談室」は、日々、10 時―15 時、相談をお受けいたします。（予約不要） 

子どものこと・仕事のこと・お金のこと・離婚のこと・DV のことなど、来所のほか、 

soudan@jyosei tokonomira i .org  のメール相談及び電話相談もできます。ご利用ください。無料です。 

☆「女性弁護士の無料法律相談」   原則毎月第２火曜日（7 月 14 日・13：30～15：30） 

※8 月の女性弁護士（石井惠子氏）相談は 18 日（火）となります（相談料は無料です）。 

事前の予約が必要です。 

ご予約は、2 週間前から“アンの家 Ａｎｎｅ’ｓハウス0198-41-3310”で受け付けております。 

 

日時：7月 28日(火) 10:30～12:00  

予約：不要  場所：まなび学園 3階 

 参加費：100円（お茶代等として）  

お問合せ：アンの家事務局 TEL：0198-41-3310 

E メール：info@jyoseitokonomirai.org    

日程の変更等の情報は 

Facebook で！ 

https://www.face 

book.com/ 

dabenokai/  

ペンリレー○34   「家庭学習ノススメ ～これからの時代を生きるために～」  
子育てアドバイザー 佐 藤 敦 士 

新型コロナウィルス感染症を想定した「新しい生活様式」により、これ

からの世の中が変わろうとしています。子どもたちは、将来、会社に出勤

する必要がない「リモートワークの働き方」、学校や大学での「オンライン

授業の学び方」が、今以上に定着した世の中で生きていくのであれば、そ

れに対応した力を身につけていかなければなりません。 

自宅等で、ひとりきりでやるべきことをやる「リモートワークの働き

方」や、画面を見ながら学習を自分ひとりの力で進めていく「オンライン

授業の学び方」に共通するのは、“自分を律する強い意志が必要で”、“ひ

とりきりで取り組んだ結果が問われる”ということです。 

そういう世の中になるのであれば、子どもたちには、誘惑に負けずに、自分ひとりの力でやりぬくことが大切であり、

“指示待ち型”を脱して、すべきことを自ら考え、進んで取り組む「家庭学習」の力を身につける必要があるというこ

とを教えていかなければなりません。 

世話人：Rie. 対象は、花巻市民の方とさせて頂きます 

ペンリレー○35      「大好きだよ」と伝え続けたい 
私には 4 歳の孫がいて、会うと決まって、抱っこして、「大好きだよ」と言う。

しかし思えば、32 歳になった息子には言った記憶がないことに気付き……涙が止

まらなかった。「大好きだよ！」只、それだけで良かったのに……。 

自分の管理がきちんと出来ない長男を随分叱ってきた。その長男は一人暮らし

を始めたら大学はたちまち留年、就職してもうまくいかず解雇。フリーターを経

て知人に雇って頂いたのに突然退職の息子。就職はしたものの、常に不安が私の

頭につきまとう。 

そんな私は、夫にいつも怒鳴られ、夫婦喧嘩のイライラのまま子どもに接し、そ

れが長男の生活の不安定に繋がったのでは？ と気づき、落ち込んでいた。 

でもある時、せめて一言、「大好きだよ」と伝えたい！ そう思って「息子に会

いに東京に行きませんか？」と夫を誘った。これまで、子どもの事を相談してもい

つも怒鳴っていた夫が、今回は初めて理解してくれた。 

何時か、息子の心の氷が解けて、暖かい光が差してくれるまで、“大切に思っている”気持ちを伝え続けたい！ 

寝るのが下手 

診断のある、なしに関わらず語りあいましょう。 

★託児はないけど、子連れ OK★ 

ペンネーム：マッチー 

 

 

 

“ハグ”は母と子の心の栄養！ 
 幸せの源ですね。 


