地域の特色ある教育活動を応援し，開かれた教育環境を推進するための
情報を掲載していきます。
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文化フェスティバルは鹿嶋市文化協会に加盟して
いる連盟の合同発表会です。約1,200名の会員が日
頃の成果を出展・披露します。皆さんのご来場をお
待ちしています！

団体名

事業名称・内容

美術連盟

美術展（絵画・書・写真・工芸）

文藝連盟

俳句・短歌・自由詩展

手芸連盟

手芸展

歴史文化連盟

歴史講演会 ｢香取の海と東国三社｣
講師 森下松寿氏

期 間
3/1(火)～3/6(日)
9：30～17：00
（最終日15：00終了）
3/9(水)～3/13(日)
10：00～16：00
（最終日15：00終了）

会

場

まちづくり市民セ
ンター体育館
まちづくり市民セ
ンター
市民ギャラリー

3/6(日) 13：30～15：30

研修室２

3/12(土)～3/13(日)
10：00～15：00

和室
喫茶スペース

（茨城県埋蔵文化財指導員）

春のお茶会
茶華道連盟

※二席

なごみのひと時

1,000円

春の華展 花と戯れて

3/12(土)10：00～17：00
3/13(日)10：00～16：00

着装連盟

和の楽しみ

3/12(土)10：00～16：00
3/13(日)10：00～15：00

ダンス連盟

ダンスフェスティバル

3/5(土) 12：00～16：30

歌謡曲愛好連盟

のど自慢 歌謡愛好のつどい

3/6(日) 9：30～16：00

舞踊連盟

春のおどり

3/12(土)10：00～16：00

音楽連盟

音楽のつどい

3/13(日)13：00～16：30
(開場 12：30)

鹿
嶋
勤
労
文
化
会
館

ホワイエ
ギャラリー
研修室１

ホール

＜問合せ先＞ まちづくり市民センター ℡：0299－83－1551
鹿嶋市文化協会事務局
℡：090－5528－6297

鹿嶋市教育センターは，鹿嶋市の子どもたちの健
やかな成長に向けて，子ども，保護者，教員を総合
的・専門的に支援する施設として旧保健センターに
開設されました。施設が分かれていた研修や相談機
能をまとめ，センター内のスタッフが一丸となって
対応します。

＜学校支援ボランティアの登録状況＞
分類
1

国語

2

教育相談事業
保護者や教員に対し，幼児・児童生徒の発達
や教育に関する様々な悩みに対する専門的な相
談・支援活動を行います。

適応指導教室（ゆうゆう広場）
様々な理由で，学校に行けない，教室に入れ
ない児童生徒に学校復帰や社会的自立に向けて，
教育相談や学習支援を行います。
保護者や学校，センターのスタッフとの連携
のもと，児童生徒の立場に立った支援を行うこ
とで，学校生活への復帰を目指していきます。

昨年１１月より登録を始めた，学校支援ボランティアの登録者は５１人になりました。今後，学校等から
の要請を受けて活動もスタートします。
この制度の目的は，地域で学校を支援する仕組みづくりを促進し，子どもたちの学びを支援するだけでな
く，地域住民の生涯学習・自己実現に資するとともに，活動を通じて地域のつながり・絆を強化し，地域の
教育力の向上を図っていくことにもあります。全国的にも公立小中学校の５９％でこのような学校支援等の
取り組みが行われており，今後は，学校支援から地域と学校の連携・協働への伸展が求められています。

登録数

分類

登録数

７人

8

音楽科

６人

社会・生活

１２人

9

総合・クラブ

3

算数・数学

３人

10

環境

１６人

4

理科

１人

11

安全

１人

5

保健・体育

１人

12

行事

6

家庭科

４人

13

その他

１２人

7

図工・美術

０人

計

８５人

登録は，随時，公民館，市内
小中学校，教育委員会 社会
教育課で受付けています！

２０人

２人

※１人が複数の分類に登録している場合があり，述べ７９人の登録数になっています。

＜教育相談＞
月～金曜日 ９：００～１６：３０

＜問合せ＞ 社会教育課
0299－82－2911(内線217）

研修事業
確かな学力向上を図るためのよくわかる授業
の実践や相談スキルの向上など，今日的教育課
題に応じた様々な研修の企画・運営を行い，教
職員の専門性の向上を支援します。
・基本研修（経験や職層に応じた）
・専門研修
・スキルアップ研修
・自主研修やグループ研修への支援

特別支援教育推進事業
幼児や児童生徒の適切な発達や教育について，
保護者の方や支援者（保育者・教員等）ととも
に，より良い就学や支援方法を探り，子どもた
ちの成長を継続的に支援します。子どもたちへ
の指導のあり方や校内特別支援教育推進体制づ
くりについての助言も行います。

【勤務内容】 幼稚園での幼児・障がい児保育，預かり保育など。
【雇用期間】 ６カ月以内（１回のみ更新可能・原則単年度）
平成28年4月1日～平成29年3月31日
【時
給】 970円
【勤務時間】 月～金曜日（週5日）・8：45～14：45（１日5.5時間）
【有給休暇】 年次休暇（雇用6カ月経過後付与），特別休暇（忌引きなど）。
【通勤費用】 片道の通勤距離が２㎞以上の場合に，1日につき100円を別途支給。
【受付期間】 随時受付中
【申込方法】 教育委員会 鹿嶋っ子育成課へお問い合わせください。
鹿嶋っ子育成課：0299-82-2911（内線５２１）

＜電 話＞

調査研究・情報提供事業
〇 教育活動に役立つ教材や指導資料，最新の
教育情報等，市内外の教育情報を収集し，自
由に閲覧できるようにするとともに学校等へ
の情報提供を行っていきます。
〇 家庭教育や学校経営，生徒指導を支援する
ため，児童・生徒の意識や生活実態などの調
査を実施し公表します。

代 表
ＦＡＸ

０２９９－８３－１２４６
７７－８４１３

就学相談
ゆうゆう広場

７７－８５９３
８２－３１４０

＜所在地＞
〒314-0031 鹿嶋市宮中１９９８－２

鹿嶋市では小学校低学年における「少人数学級」を編制し，個々の子どもに応じた指導のための「少人数
授業」を展開しています。これに対応した学級編制にあたり，市独自で教職員を採用しています。
【採用予定人数】3名 ※学級編制の状況により変更する場合があります。
【受験資格】以下の①から④までの全ての条件を満たしていること。
①免許状／教育職員免許法に基づく小学校教諭普通免許状を有する者
②年齢／56歳以下（昭和34年4月2日以降に生まれた人）
③勤務実績／都道府県等任用の正規採用教職員や臨時的任用講師等（非常勤講師は除く）の勤務
経験が，直近5年（H23.4.1～H28.3.31の間）で3年６箇月以上有すること。
④欠格条項／地方公務員法第16条の欠格条項及び学校教育法第9条の欠格事由に該当しない者
【受付期間】平成28年2月15日(月)から平成28年2月26日(金) 8:30～17:15まで 教育総務課窓口へ提出
【試験日】 平成28年3月5日(土)
【会 場】 鹿嶋市教育センター
★申込書類等の詳細については，鹿嶋市ホームページをご覧になるか，教育委員会 教育総務課へお問い
合わせください。
教育総務課 0299－82－2911（内線531）

スポーツを通してつくろう「友だちの輪！」

昨今，子どもたちの運動不足が心配されています。お子さんは，友だちと外遊びやスポーツをしていますか？
鹿嶋市スポーツ少年団などのスポーツ団体では，スポーツ活動をしたい子どもたちを随時募集しています。スポー
ツを通じてお子さんの丈夫な体や精神力を養うとともに，集中力・社会性を向上させてみませんか？上級生や
下級生，指導者等の大人，たくさんの人と関わり，貴重な体験をすることができます。少年団や各スポーツ団
体が，お子さんのまだ見ぬ可能性を引き出すお手伝いをします。

■スポーツ団体の内訳
柔道 （４団体）
少林寺 （１団体）
軟式野球 （２団体）
硬式野球 （３団体）
サッカー （各地区）
新体操 （１団体）
バドミントン （２団体）
ミニバスケットボール（各地区）
剣道 （２団体）
バレーボール （１団体）
ラグビー （１団体）

★指導者は，スポーツリーダー，スポーツ少年団認定員などの資格を
有していますので，安心して参加いただけます。

※詳細は，広報かしま3月15日号をご覧になるか，スポーツ推進課までお
問い合わせください。
＜問合せ先＞ スポーツ推進課 ℡：0299－82－2911（内線２９８）

中央図書館 館内トイレの改修工事のお知らせ
かねてより多くご意見をいただいておりました，中央図書館の館内トイレ改修工事が２月半ばから3月末まで
行われます。
工事期間中は仮設トイレをご利用いただくようになります。また，近接している「会議室（学習室）」は貸出
しを制限させていただきますのでご了承ください。
ご迷惑をおかけして大変申訳ありませんが，皆さんのご理解，ご協力をお願いします。
＜問合せ先＞ 中央図書館 ℡：0299－83－2510

学校給食センターでは食物アレルギー疾患のあ
る児童生徒等を対象に，牛乳が飲めない場合に牛
乳代金分を給食費から減額することや，給食は食
べられないが牛乳は飲める場合の牛乳のみの提供
を３学期から実施しています。
申し込みには「生活管理指導表（幼稚園児は不
要）の提出が必要になります。詳しくは在学校
（園）または鹿嶋っ子育成課，学校給食センター
へお問い合わせください。

鹿嶋市内の小中学校の学校給食費は，保護者の皆さ
んの口座から直接, 口座振替による納付を実施してい
ます。（※学校諸経費とは別に納付いただいていま
す。）必ず引落日前日までに銀行口座へ残金確認や入
金をお願いします。

【 学校給食費引落日 】 2月分…2月29日(月)
3月分…3月31日(木)

＜問合せ先＞ 鹿嶋っ子育成課
学校給食センター

℡：0299-82-2911（内線508）
℡：0299-82-7406

