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フットサル大会や環境ク

イズ、ごみ分別リレーな

どを通して、環境につい

て学ぼう !    上位チームは

11月に札幌ドームの天

然芝でサッカーの試合

ができるよ。�
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友達との関係で悩んでいます。1カ月前くらいから、

今まで遊んでいた友達に無視されるようになりました。

学校の中でも、外でも、話し掛けても逃げてしまいま

す。わたしはどうしたらいいでしょうか。（小学5年女子）�
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「友達に避けられています」�
とも　 だち                     さ�

●避けられている理由があるかもしれな

いので、その理由を聞いてみては? 自分

に悪いところがあるなら直すから教えて

ほしいと伝えれば、分かってくれるはずで

すよ。（中学1年女子）�

●新しい友達と出会うチャンスが来た

んだと、前向きに考えてみてはどうで

しょうか。今はつらいでしょうけど、自

分のことを分かってくれるすてきな友

達を増やしてくださいね。（20代女性）�

●わたしも同じ経験があります。つらかったけ

ど、少し距離を置いて平然としていたら、自然

に元に戻っていましたよ。（30代女性）�

●気にしないでその人に笑顔で話し掛けたり、周りのク

ラスメートと仲良くして友達を増やしたりすれば、相手の

方から話し掛けてくれると思います。（小学5年女子）�
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か�
はがき、ファクス、Eメールで送ってください。意見、住所、氏名、学年（年

齢）、性別、電話番号を書いて、7月22日（水）（必着）までに広報課（1

�）「こども相談室」係へ。掲載された方には、図書カード（500円分）

をプレゼントします。子供からの悩みの相談も併せて募集します。�

4月に転校してきました。いじめもない良いクラスだけど、

「一緒に帰ろう」と誘うと、「友達と帰るから」と断られて

しまいます。みんな二人グループができていて、入る場所

がありません。いい方法はありませんか。（中学2年女子）�
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「友達ができない」�
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かんきょうみらいカップで環
境について学ぼう�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん  きょう                                   

         まな�

日時8月6日（木）午前8時30分～午後3時�

会場サッカーアミューズメントパーク（東区東雁来12の3）�

対象5人以上の小学生のチーム�

申込環境プラザ（北区北8西3エルプラ

ザ内）で配布中の申込書を7月24日（金）

（必着）までに持参、送付、ＦＡＸ、Ｅメール。�

詳細環境計画課　211-2877�
　　 www.city.sapporo.jp/kankyo/�
　　 kankyo_kyoiku/mirai_cup

開設時間：月曜～金曜 午前10時～午後8時、土曜 午前10時～午後3時�
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