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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。

【日時】平成28年7月23日（土）
13：00～15：30
【場所】鹿嶋市まちづくり市民センター
第1部 13：00～ 「かしまっ子キッズFM」
第2部 14：15～15：30 「ワークショップ」
☆ おもしろ鉄学 （新日鐵住金株式会社鹿島製鐵所）
☆ 星空と宇宙 （布施 哲治 氏 鹿島宇宙技術センター）
☆ まがたま作り （鹿嶋市どきどきセンター）
☆ 海の生き物 （アクアワールド茨城県大洗水族館）

※ワークショップの参加申し
込みは既に締め切りました
が，まだ若干名の空きがあり
ますので，参加希望の場合は
お問い合わせください。

＜問合せ先＞
エフエムかしま市民放送(株)
℡ 0299-84-7777

主催：エフエムかしま市民放送 株式会社 ／鹿嶋市教育委員会

【期

間】７月・８月の毎週火・金曜日

【開館時間】10時～19時
★大野分館は１０時～１８時までです。
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＜問合せ先＞鹿嶋市立中央図書館

℡

0299-83-2510

第1２回 韓国西帰浦市との相互交流事業
～西帰浦市中学生が鹿嶋市を訪問～

県内外の有力チームとの交流試合により，各年代のレベルアップを図り，
サッカーの普及と心身ともに健康な選手を育成し，生涯スポーツの基礎づく
りをめざします。市内のサッカースポーツ少年団，市内中学校サッカー部も
参加します。
夏の日差しに負けずにフィールドを駆ける選手たちを応援しましょう。
★U-12（ジュニアの部）
日 時：8月19日（金）～21日（日）
会 場：ト伝の郷運動公園多目的球技場，
新浜緑地公園多目的球技場
高松緑地公園多目的球技場

○市内参加チーム
鹿島アントラーズFCJr(ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ），三笠小サッ
カースポーツ少年団，鹿島サッカースポーツ少年団，高
松小サッカースポーツ少年団，大野サッカースポーツ少
年団， 平井サッカースポーツ少年団，波野サッカース
ポーツ少年団，鉢形サッカースポーツ少年団， 豊郷サッ
カースポーツ少年団

6月11日（土）～14日（火），3泊4日の日程で韓国済州特別自治道西帰浦（ソギポ）市から，中
学生15名と引率者4名が鹿嶋市を訪問しました。鹿嶋市と西帰浦市は，2002年日韓ワールドカップ
の開催をきっかけに交流が始まり，2003年10月に姉妹都市を締結し，中学生の相互交流事業などを
行っています。

鹿嶋市訪問初日は，釜山経由
でのフライトのため，成田空港
到着時は少し疲れた様子でした
が，ホストファミリーの皆様か
ら熱烈な歓迎を受け，感激して
いるようでした。

★U-14（ジュニアユースの部）
日 時 ：8月5日（金）～8月7日（日）
会 場 ：ト伝の郷運動公園多目的球技場
新日鐵住金総合グラウンド
高松緑地公園多目的球技場
新浜緑地公園
◇その他の部門

★U-18（ユースの部）
★レディースの部

○市内参加チーム
鹿島中，平井中，鹿野中，高松中，大野中，，
鹿島アントラーズFCＪＹ(ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）

日時：8月11日（木）～13日（土）
日時：8月27日（土）～28日（日）

＜問合せ先＞スポーツ推進課
℡ 0299－82－2911
（内線297）

駐車場を利用する場合は，８００円が必要です。

★下津・平井海水浴場で海開き

2日目は，ホストファミリー
と各々過ごし，鹿島神宮を参
拝した生徒やディズニーラン
ドに行った生徒，寿司やお好
み焼きを堪能した生徒など，
西帰浦市の生徒達は日本の文
化や生活を存分に学び，楽し
んだようです。
▲対面式での韓国交流団との写真

ＦＭかしま ビーチから生放送!(7日)

３日目は，高松中学校で書
道と音楽の授業に参加して日
本の教育を体験したあと，給
食を一緒に食べました。これ
らを通じ西帰浦市の生徒たち
は，日 本 との 食 や 文化の『違
い』を肌で感じたことと思い
ます。

日時：7月16日(土)～8月21日(日) 9:00～16:00

★かしまビーチフェスタ2016
開催日：8月6日(土)～7日(日)
場所：平井海水浴場(平井ビーチ）
○地引網体験
・8月7日(日) 8:00～（1時間程度） ※事前申込み不要
○こどもボディーボード体験
・8月7日(日) 1回目／10:30 ，2回目／14:30 ※事前申込み
○ビーチサッカー・ビーチバレーコート無料開放
遊 ・7月1日(金)～8月31日(水) ※大会等で利用不可の日有り
ぶ
【無料ボール貸出場所】
7月16日～8月21日：中央監視台
※その他の期間：平山釣具店

８／６～７は
イベント盛りだくさん！
平井ビーチで海と
ふれ合おう！

○砂浜で遊ぼう
・みんなで作ろう砂の彫刻，宝探し，ビーチフラッグ(8月7日)
○アントラーズカップ2016かしまビーチサッカー大会
・8月6日(土) 9:00～(受付8:00～) 小学生の部
8月7日(日) 9:00～(受付8:00～) 一般の部 ※小雨決行
観
【参加費】3,000円(小学生の部) 10,000円(一般の部)
る
【募集チーム数】各部とも先着12チーム ※要問合せ
○ステージイベント
・かしま未来り～な，オーシャンズなどの音楽ユニット(8月7日)

食 ○魂を込めた『極うま はまぐりカレー』の販売
べ
・500円（数量限定）両日ともに，11:00～13:00
る

▲日本の給食体験の様子

今回，ホストファミリーとして受け入れを行った鹿嶋市の中学生は，平成28年10月28日（金）
～31日（月）の日程で韓国西帰浦市を訪問し，ホームステイや韓国の授業体験，文化施設の見学な
どを行う予定です。

＜問合せ先＞スポーツ推進課
℡ 0299－82－2911 （内線297）

＜問合せ先＞ 鹿嶋っ子育成課

℡：0299-82-2911（内線5２１）

保護者の皆様へ
～自転車事故に備えた保険の加入について～
自転車は，気軽さや便利さから，通学や通勤，買い物など，日常
生活の中で，幅広く利用されていますが，自動車同様に一瞬の不注
意から大きな事故を引きおこし，高額な賠償金の支払いが求められ
る事例も発生しております。
また，多くの小学生が日常生活において自転車を利用し，ほとん
どの中学生が毎日の通学に自転車を利用しており，自転車事故によ
り子どもたちが被害者ではなく，加害者となる場合もあります。
鹿嶋市教育委員会では，子どもたちが自転車事故を起こさないよ
う未然防止のための安全運転教育を行っていますが，万が一の備え
は必要だと考えます。自転車事故に備えた保険の加入を検討してみ
ませんか？
自転車保険・・・年間4,000円程度
TSマーク付帯保険・・・自転車安全整備店での点検・整備代（2,000円程度）のみで加入可
※既に加入している自動車保険や個人賠償責任保険等の特約で自転車事故をカバーできる場合もあり
ますのでご確認ください。

～学校給食に関するお知らせ～
○食物アレルギー等における牛乳の取り扱いについて
食物アレルギー等により牛乳が飲めない場合には，牛乳の提供を停止するとともに学校給食費か
ら牛乳代金分を減免しています。また，アレルギー疾患により弁当を持参している方で，牛乳が飲
める方は希望すれば牛乳のみの提供を行います（牛乳代金分をご負担いただきます。）。詳しくは
下記までお問い合わせください。
○学校給食費の口座振替日について
以下の日程でご指定の口座振替を行います。事前に残高の確認をお願いいたします。

【小中学校】

【幼稚園】
６月分… 7月25日(月)
7月分… 8月25 日(木)
９月分…10月25日(火)
10月分…11月25日(金)
＜問合せ先＞

６月分… ７月29日(金)
7月分… 8月31日(水)
９月分… 9月30日(金)
10月分…10月31日(月)
鹿嶋っ子育成課
℡：0299-82-2911（内線5０８）
学校給食センター ℡：0299-82-7406

教育センターは施設点検のため，8月12日（金）から8月15日（月）
まで臨時休館します。
＜問合せ先＞

鹿嶋市教育センター
℡ 0299－83－1246

