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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ビール酒造組合が主催する「第１５回未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞 募集
キャンペーン」において，鹿嶋市立高松中学校が「学校賞」を受賞しました。
このキャンペーンは，ビールメーカー５社で構成される特別認可法人「ビール酒造組合」が中
心となり，未成年者の飲酒防止を目的に平成１４年度から行っている活動です。今キャンペーン
には総数5,794点の応募があり，「学校賞」として中学校と高校の各１校が選ばれています。

▲錦織孝一市長に受賞について報告をしました

▲橋本昌知事表敬訪問の様子

今回受賞した高松中学校は，生徒たちが近い将
来直面する「飲酒」をテーマに，保健体育科の授
業において全校生徒参加の「飲酒防止教室」を実
践し，親しい人から飲酒を誘われた際の対処の仕
方や飲酒の広告分析による正しい情報を見極める
力について学んだことが評価されました。
１月２４日(火)に高松中学校代表の生徒２人が
錦織孝一市長に受賞の報告を行いました。
さらに２７日(金)には橋本昌茨城県知事を表敬
訪問しました。表敬訪問では，高松中学校生徒を
代表して保健委員会委員長の根本蒼人さん（３年
生）と副委員長の高橋一希さん（３年生）が，東
ちづる審査委員長，滝本修司ビール酒造組合専務
理事立ち合いのもと，橋本知事に受賞と学校での
取り組みを報告しました。
高松中学校による未成年者飲酒防止教育の取り
組みは，今年度で６年目となり，担当の関根幸枝
養護教諭は「今後は飲酒状態体験ゴーグルやアル
コールパッチテストを活用して実践を深めるとと
もに，生徒たちの活動を保護者や地域の方々に発
信していきたい」と話していました。
また，同日午後には東ちづるさんが高松中学校
を訪れ，全校生徒を前に，表彰式と東ちづるさん
による未成年者飲酒防止をテーマとした講演が行
われました。東さんは勉強することによって得る
ことができる「知識」の大切さを分かりやすく話
し，生徒たちの質問には自身の体験談を織り交
ぜ，熱心に答えてくれました。

＜問合せ先＞
▲高松中学校で講演会を行った東ちづるさん

教育指導課
℡：0299－82－2911(内線526）
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読
＜問合せ先＞ 鹿嶋市教育センター
℡：0299－83－1246

委員

平成２９年１月１日再任
この度，教育委員に再任された信樂でございます。
一期４年間の経験をベースに「かしまっこ」の健やか
な成長と日頃から教育現場でご苦労なさっている先生方の精神的
支柱として，３８年間の教員人生で培ったノウハウが少しでもお
役に立てればと念じております。どうぞよろしくお願い致しま
す。
朗読ボランティアの方々の協力で文学
作品の朗読を小学校で行っています。

小学生が自分の思いを詩にしま
した。
お お さ き

はら

原

キミ

大崎

委員

ち ほ

千帆

委員

平成２８年１０月1日就任

平成２８年１０月1日就任
この度教育委員の重責を拝命致しま
した。教諭，教頭，校長として長年教
育に携わった経験と知見を活かし誠心誠意職責を
全うする所存です。また，３人の子どもを育て，
４人の孫育てをしている体験と視点から教育行政
に具申できることもあるのではないかとお引き受
けしました。坂村真民の詩の一節のように，「世
のため，人のため，いのちいっぱい生きる」次世
代の鹿嶋の子どもたちの育成に尽力する覚悟です
のでどうぞよろしくお願い致します。

この度，教育委員に就任しました大
崎千帆と申します。私自身生まれ育っ
た愛着のある鹿嶋で，未来を担う子どもたちに関
われる事を大変光栄に思います。なにぶん微力で
はありますが，学校教育や地域活動などの場で，
たくさんの方々とふれあいながら勉強してまいり
た い と 思 い ま す。「地 域 で 育 て る 鹿 嶋 っ 子 プ ラ
ン」の環境づくりを小・中学生の保護者としての
立場からも応援していきたいと思いますので，ど
うぞよろしくお願い致します。

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人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！

【会期】平成２９年２月２８日(火)～３月１２日(日)
団体名

教育センターでは，教員向けの講座を中心に行っていますが，小中学生向けの講座や学校へ出向いての出前講座
なども行っており，その一部をご紹介します。

小学生英会話教室

宇宙の日記念作文絵画コンクール

怒鳴らない子育て講座

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
手芸展

歴史文化連盟

歴史講演会
｢鹿嶋の古代ー墨書土器を中心にー｣
春のお茶会

茶華道連盟
夏休みに5･6年生がALTと簡単な
英会話を楽しみました。

中学生イングリッシュラウンジ

中学生がALTと日常会話を16回
に渡って行いました。

今年度初めて実施し，554点の応募
がありました。

理科特別授業

鹿島宇宙通信センターの協力を得て，学
校や通信センターで実習を行いました。

幼児を持つ母親を対象に６回シ
リーズで行っています。

先人が語る戦争体験談

第二次世界大戦を経験した先人に
小中学生が体験談を聞きました。

間

2/28(火)～3/5(日)
9：30～17：00
（最終日15：00終了）
3/8(水)～3/12(日)
10：00～16：00
（最終日15：00終了）

手芸連盟

※二席

期

なごみのひと時

1,000円

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

3/4(土) 13：30～15：00

研修室２ab

3/11(土)～3/12(日)
10：00～15：00

和室
喫茶スペース

春の華展 花の心

3/11(土)10：00～17：00
3/12(日)10：00～16：00

着装連盟

和の楽しみ

3/11(土)10：00～16：00
3/12(日)10：00～15：00

ダンス連盟

ダンスフェスティバル

3/4(土) 12：00～16：30

歌謡曲愛好連盟

のど自慢 歌謡愛好のつどい

3/5(日) 9：30～16：30

舞踊連盟

春のおどり

3/11(土)10：00～16：30

音楽連盟

音楽のつどい

3/12(日)13：00～16：30
(開場 12：30)

紬の楽しみ

会

鹿
嶋
勤
労
文
化
会
館

ギャラリー
ホワイエ
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

エンジョイスポーツin鹿嶋
エンジョイスポーツin鹿嶋を下記のとおり開催します。子どもからご高齢の方まで，誰も
が楽しめるスポーツを用意しています。ぜひ，ご参加ください。

【日 時】平成２９年３月１２日(日)９：００～１７：００ 【場 所】カシマスポーツセンター
開催時間

９：００～１３：００

種
目
スポーツ吹矢，ショートテニス，ラージボール卓球，体力測定，
ビーチボールバレー，ボッチャ，ムーブメント，輪投げ，卓球バレー，
鹿嶋市バドミントンスポーツ少年団・鹿嶋剣道スポーツ少年団・鹿島少林寺
拳法スポーツ少年団による体験会
賞品交換

９：００～１７：００

トレーニング室無料開放！

１４：００～１４：４５
１５：００～１５：４５
１６：００～１６：４５

スポーツ教室無料体験
・太極拳
・バランスボール
・はじめてのエアロビクス

９：００～１２：１５

※トレーニング室無料開放とスポーツ教室
無料体験は高校生以上が対象となります。

★たくさんの種目に挑戦してみよう！(全１２種目)
★６種目参加すると賞品と交換ができます。
【持ち物】運動の出来る服装で上履きを持参してください。
【問合せ】スポーツ推進課 ℡ 0299－82－2911(内線297)

第４２回鹿嶋市駅伝大会報告
１月１５日(日)，新春恒例となっている鹿嶋市駅伝大会が総勢１７５チーム(選手
1,055人)の参加により開催しました。参加した選手は，一つのタスキに思いをつな
ぎゴールを目指しました。
また，競技運営では市民の皆さんや参加チームにご協力いただき，約500人のス
タッフで円滑に運営することができました。ご支援いただいた多く方に感謝申し上げます。
大会の結果は次のとおりです。
優
中学男子
一般・高校男子
中学女子
一般・高校女子

勝

神崎中・佐原中陸上競技部
鹿島高校A
香取市立佐原中学校
佐原高校

準

優 勝

3 位

平井中学校サッカー部Ａチーム
神栖TC Aチーム
鹿野中バスケ部
鹿島学園高等学校女子サッカー部

※大会結果の詳細は鹿嶋市駅伝大会ホームページからもご覧いただけます。→

鹿野中Ａ
鹿島学園高等学校
神二バレー部Ａ
神栖TCレディース

http://kashimashi.info/ekiden/

ミュージアムパーク茨城県自然博物館の移動博物館が鹿嶋市立中央図書館にやって
きます。

【日 時】平成２９年３月２８日(火)～４月９日(日)(月曜日除く)
１０：００～１８：００
【場 所】鹿嶋市立中央図書館 会議室
★どなたでも自由に入場できます。
【問合せ】鹿嶋市立中央図書館 ℡ 0299－83－2510

