べることができる期限のこと

消費期限とは、安心して食
や缶詰めなどは常温で保存す

のは冷蔵庫で保管し、調味料

生鮮食品など傷みやすいも

ると、本当にいろいろなこと

この１年間を振り返ってみ

しませんでした。今でも、役

会役員になるなんて、思いも

１年間を振り返って

です。生鮮食品や弁当など、
るなど食品ごとに適切な場所

がありました。

②適切な環境で保存

傷みやすい食品に記載されて
に保存するようにしましょう。

消費期限とは

いることが多いので、期限内
③買いだめ禁止

べることができる期限のこと

賞味期限とは、おいしく食

ないようにしましょう。

し、食品を無駄にすることの

使用頻度などを考慮して購入

い食品は、食べる量や使う量、

生鮮食品など保存期間の短

できるか、とても不安に思っ

新しいクラスメイトと仲良く

心配で仕方がなかった入学式。

境で上手くやっていけるか、

校という、中学校とは違う環

１番初めの学校行事は、高

友達を大切にし、いつも笑顔

な先輩を目指し、勉強に励み、

ます。新入生に慕われるよう

私は４月から２年生となり

何とか頑張っています。

生方に助けてもらいながら、

です。いつも友達や先輩、先

賞味期限とは

です。乳製品、卵、冷凍食品

ていたことを覚えています。

で、期限を過ぎても、すぐに

記載されていることが多いの

を指します。一度開封した食

器・包装を開封する前の期限

消費期限や賞味期限は、容

１年生全員で、スポーツをし

ありませんが、できる限り早

わらず早めに食べるようにし

品は、表示された期限にかか

しましたが、楽しい思い出で

騒いだりして、怒られたりも

した。友達とたくさん笑って、

食品の消費期限と賞味期限

とソーラン節の練習に励んで

期限表示だけではなく、食

たところが、結構上手く踊る

ダンスでバラバラになってい

１年

佐々木

桜

として頑張っていきたいです。

でいることを心がけ、新農生

④開封後は早めに消費

「食べること」は、生きる
食べられないということでは

など比較的傷みにくい食品に
上で必要不可欠なものです。
調理して食べています。その

めに食べるようにしましょう。

ましょう。

６月に行った宿泊研修では、

私たちは、毎日食品を選び、
食品の期限表示を正しく理解

ただし、卵の賞味期限につい
間のことで、期限が過ぎたも

の違いを理解し、正しく食品

いました。練習で筋肉痛にな

て は 、「 生 」 で 食 べ ら れ る 期
のは、加熱してから食べるよ

を保存して、安全においしく

り、友達と「痛い痛い！」と

学校祭では、私は、ダンス

うにしましょう。

食べましょう。

す。

し、適切に保存して、安全に
おいしく食べましょう。
期限表示とは
期限表示の表示方法は法律
（ＪＡＳ法・食品衛生法）に
則として全ての加工食品には、

品の保存方法も理解する必要

ことができ、とても嬉しかっ

騒いでいましたが、本番では、

期限表示を記載することとな

があります。

食品保存のコツ

っています。期限表示を確認

たです。
新しく購入したものは冷蔵

農生会の役員となりました。

①冷蔵庫の整理整頓

しく食べられる期限を判断す

庫の奥から入れるようにして、

そして、私は去年の冬から、

る目安となります。期限表示

入学した時には、自分が農生

することで、その食品をおい

よって決められています。原

員として上手くできるか不安

に食べるようにしましょう。

新十津川
農業高校通信

H27.4
No.85

たり、動物園に行ったりしま

（担当：保健福祉課）

期限の近いものは手前に置く

には次の２つがあります。

ようにしましょう。
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食品の期限表示と保存のコツ

4月15日～6月14日
◎月～金曜日 10時～12時 児童館を乳幼児と保護者に開放中
（祝祭日とほかの行事での利用時は除く）
4/15㈬ 放課後おはなしタイム（15:00～図書館）
16㈭

18㈯

おはなしころりん『おでかけ』のおはなし
16㈯
（14:00～図書館）

フッ素塗布（12:40～ゆめりあ）
妊婦歯科健診（13:10～ゆめりあ）

17㈮

17㈰ 子ども１日図書館員体験（10：00～図書館）

おはなしころりん『はるがきた』のおはなし
（14:00～図書館）

18㈪
19㈫

19㈰

20㈬ 放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

20㈪

25㈪

24㈮ 身体測定（10:30～子育て支援センター）

26㈫

25㈯ 児童館ぬりえのファイル作り（13:30～児童館）

7～8カ月児健康相談（9:15～ゆめりあ）
介護保険相談（13:00～ゆめりあ）
27㈬
3～4カ月児健康相談（13:15～ゆめりあ）
放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

26㈰
27㈪
28㈫ 青少年交流キャンプ村オープン(9:00～）

おはなしころりんミニ（10:30～図書館）
28㈭ 1歳8～9カ月児健康診査（12:15～ゆめりあ）
3歳1～2カ月児健康診査（12:30～ゆめりあ）

30㈯

石狩徳富河川緑地パークゴルフ場オープン（8:00～）
開拓記念館オープン（10:00～）
5/1㈮
かぜのびオープン（10:00～）
子どもの日のお楽しみ会（10:30～子育て支援センター）

31㈰
6/1㈪
2㈫

おはなしころりん『こんな子いるかな？』のおはなし
（14:00～図書館）

3㈰
4㈪

3㈬

放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

4㈭

中学校体育大会（8:50～新中）

81

5㈮

5㈫
6㈬

6㈯

7㈭
小学校地域参観日（8:30～新小）

小学校運動会（8:25～新小）
おはなしころりん『あべこべ』のおはなし
（14:00～図書館）

8㈪

10㈰

9㈫

11㈪ 春の全国交通安全運動期間（～5/20）

10㈬

12㈫ 文化伝習館「伝習館利用者陶芸展」
（～5/31 改善センター）
子育てスクール（10:15～子育て支援センター）
放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

14㈭

ふるさと学園大学入学式（11:00～ゆめりあ）
おはなしころりんミニ（10:30～図書館）

11㈭
12㈮
13㈯
14㈰

【アカシヤ俳句会】

純白は神の色かな山眠る

菊谷 ミツ

季語は「山眠る」で冬。生

気を失った山が、あたかも眠っ 

ているように見えることです。

北住まいの作者は降り積もっ

た雪の美しさを「神の色」と

とらえました。やがて春「山

笑う」季節がやってきます。

絹江

雪間草丈夫に生きて働かな

松倉

季語の「雪間草」とは降り

積んだ雪が所々溶けて、その

隙間に芽吹き始める草のこと

です。長く農に生きてきた作

者ならではの深い実感が溢れ

出た一句といえます。

敦子

弥生尽心に記すこと多し

佐藤

季語「弥生尽」は三月の終

わり。その年の春の終わりを

惜しむ心を表現しています。

さまざまな出会いと別れの季

節でもある三月。作者はその

一つ一つを心に刻んだのでし

ょう。

Shintotsukawa 2015.4

空知教育局から町教育委員会事務局に
派遣され、社会教育主事として働く齊
藤伸一さんのコラムです。

7㈰

9㈯

『とっておきの実例＆アイ
デアがいっぱい！ 初めて
の庭づくりＢＯＯＫ』
成美堂出版編集部 著
庭をつくりたくても、ど
こから始めていいのかわか
らない…。そんな初心者の
疑問をやさしく解決。今人
気のガーデンスタイルなど、
とっておきの実例＆アイデ
アが満載です。

10～11カ月児健康相談（9:15～ゆめりあ）
1歳2～3カ月児健康相談（9:30～ゆめりあ）

『はるのおとがきこえるよ』
マリオン・デーン・バウ
アー 文
ジョン・シェリー 絵
冬の終わりのある夜。不
思議な音を聞いたぼくが外
に出てみると、庭にくまく
んがいた。ぼくは、くまく
んと、不思議な音がするほ
うへ行くことに…。

29㈮

30㈭

『新・京都百景 春・夏編』
～達人流学びの旅～
名所・旧跡から伝統文化
まで、京都の魅力を華麗な
映像美でつづる。春・夏編
では、桜があふれ咲く春の
神社・寺・街角、新緑の初
夏を彩る平安絵巻の葵祭り、
真夏のハイライト、絢燗豪
華な祇園祭・五山の送り火
などを紹介する。 （
分）


サンウッドパークゴルフ場オープン（8:00～）
ふるさと公園屋外体育施設オープン（10:00～）
29㈬
温水プールオープン（10:00～）
新十津川物語記念館オープン（10:00～）

13㈬

一般

24㈰

児童

ＤＶＤ

23㈯

23㈭ おはなしころりんミニ（10:30～図書館）
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：４月20日、27日
５月11日
祝日
：４月29日㈬
５月３日㈰～６日㈬
月末整理日：４月30日㈭

22㈮

介護保険相談（13:00～ゆめりあ）
22㈬
放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

8㈮

月曜日

21㈭

21㈫ 東谷幸子氏「水彩画展」
（～5/10 改善センター）

2㈯

《4／15～5／14の休館日》

15㈮

先日、町内ハーフテニス大会で惨敗を喫した私が
テニスについて語るのは、少々おこがましいものが
ありますが、この１年、テニスの錦織圭選手の活躍
が目覚ましかったことは、皆さんご存知のことかと
思います。日本人の記録を次々に塗り替え、今日（３
月２日）現在、世界ランキング４位という快挙を成
し遂げています。錦織選手が、昨年急激な成長を見
せたのは、コーチにマイケル・チャン氏を迎えたこ
とが非常に大きいと言われています。やはり、良い
指導者に恵まれることは、どの分野においても大切
なことだと改めて教えられる事例でした。
また、錦織選手の活躍に刺激を受け、子どもにテ
ニスを習わせる家庭が増えているというテレビの報
道もありました。トップアスリートの世界レベルで
の活躍が、スポーツに取り組むきっかけになってい
ることがわかります。日本において、テニスは人気
スポーツの１つですが、野球やサッカーには負けて
いる印象がありますし、総務省によるスポーツ種目
別の競技人口の調査においても同様の結果が出てい

ます。しかし、世界を見ると、バ
スケットボール、サッカー、クリ
ケットに次いで第４位の約１億人
の競技人口がいるという調査もあ
るそうですから、国内でも今後ま
すます競技人口が増えるのではないでしょうか。実
は、昨年私も刺激を受け、勢い余ってソフトテニス
ラケットを購入してしまいました。買ってはみたも
のの未使用のままケースに入れて大事に保管してい
る状況です。この場合は、競技人口には入りません。
さて、錦織選手の活躍とともに、かつての指導者
である松岡修造氏もメディアへの露出が増え、大活
躍されていますね。なんと、松岡氏の日めくりカレ
ンダー「まいにち、修造！」が、2015年カレンダ
ースポーツ部門で売上げ１位になったとのことです。
こちらも、もちろん購入しました。毎日、松岡氏か
らありがたい格言をいただけます。今日は、
「考え
ろ！考えるな！」と教えていただきました。置いて
おくだけで部屋の温度も上昇する「熱さ」です。

広報しんとつかわ 2015.4
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