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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韓国・西帰浦市相互交流事業
西帰浦市中学生が鹿嶋市を訪問
カンコクチェジュトクベツジチドウソギポシ

6月10日（土）から13日（火）の3泊４日の日程で韓国済州特別自治道西帰浦市中学生交流団が鹿
嶋市を訪問し，鹿嶋市の中学２年生との相互交流が行われました。
鹿嶋市と西帰浦市は平成14年の2002年ＦＩＦＡワールドカップの開催を機に交流が始まり，平成
15年に姉妹都市となりました。そして翌年から中学生の相互交流を開始し，今年で13回目の実施と
なります（平成21年度は未実施）。

初日の対面式は，鹿嶋市と西帰浦市の
中学２年生，それぞれ18名が初対面とい
うこともあって，期待と緊張の会場とな
りました。
２日目は，各々ホストファミリーと一
緒に，鹿島神宮や東京ディズニーリゾー
トなどに出かけ友情を深めました。

３日目の鹿野中学校での歓迎セレモニー
では，鹿野中学校の生徒と鹿島小学校の６
年生の児童も参加して，鹿嶋市民音頭を踊
りました。授業では，浴衣の着付けや書道
など日本文化を体験し，給食も一緒に食べ
ました。この日の給食は，まるパン，コ
ロッケ，チリコンカンなどで，西帰浦市と
は異なる鹿嶋市の給食を楽しんでいる様子
でした。
12月の鹿嶋市からの訪問では今回築い
た友情を，各々再確認し，さらに深めても
らいたいと思います。
＜問合せ先＞
鹿嶋っ子育成課
℡：0299-82-2911（内線5０８）

参加者
募集中！

ＮＥＷ
オープン！
★子ども「詩の広場」講座

元サッカー日本代表の本田泰人氏・名良橋晃氏による

先着１００名様限定
参加費：無料
・日

時

所

北海浜多目的球技場 鹿嶋市平井2271-1
（ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｸﾗﾌﾞﾊｳｽ前粟生信号より海側へ約700ｍ）

・申し込み

専用の申込用紙に必要事項を記入のうえ、７月
20日（木）までに申し込み

・対 象 者

小学生以下

＜主催＞
第74回国民体育大会鹿嶋市実行委員会
鹿嶋市・鹿嶋市教育委員会
＜問合せ・申し込み先＞
第74回国民体育大会鹿嶋市実行委員会
（鹿嶋市教育委員会国体推進室）
TEL0299-82-2911（内線５６５～５６７）
FAX0299-82-2915
≪かしまスポーツナビ≫

http://www.cs-kashima.jp/sponavi/

鬼ごっこのような新しいラグビー「タグラグビー」を知っていますか？
夏休みを利用して体験・挑戦してみませんか？
日

程：

7/26
（水）

8/1
（火）

8/3
（木）

8/8
（火）

8/10
（木）

全5回

※8月17日（木）は予備日とします。
時
場
対
定
費

対
象：小学生
実施日時：８月９日（水）
９：00～12：00
会
場：鹿嶋市教育センター
担
当：岡部幸子教育指導員
（詩人 黒羽由紀子）

対

象：小学校６年生

実施日時：８月21日（月）～23日（水）
会
担

９：00～12：00
場：鹿嶋市教育センター
当：小中学校のＡＬＴ

＜問合せ・申し込み先＞
鹿嶋市教育センター
℡：0299-83-1246
月～金 ９：00～17：15

平成29年７月22日（土）
13：00～15：00 ※荒天の場合は中止となります

・場

★鹿嶋市小学生英会話教室

間：10：00～11：30
所：カシマスポーツセンター（サブアリーナ）
象：市内在住の小学5年生～6年生
員：20名（申し込み多数の場合は抽選となります）
※最低開催人数10人
用：1人 1,500円（保険料込み，全5回分）

＜申し込み方法＞
期
間：定員になり次第，受付終了
申し込み先：カシマスポーツセンター 事務所
申し込み先にある，専用の申込用紙に記入・捺印後提出

申し込みは，定員になり次第
終了となります。参加希望の
方は，お早めに，下記までお
申し込みください。
＜問合せ・申し込み先＞
ＮＰＯ法人鹿嶋市体育協会
（カシマスポーツセンター）
℡：0299-83-1600

日時：７月29日（土） 13：00～17：00
会場：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 14：15～16：30 ワークショップ
★１時間目（学習）★

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，若干名の空き
がある場合がありますの
で，参加希望の場合はお
問い合わせください。

★２時間目（工作）★

おもしろ鉄学

まがたま作り

星空と宇宙

粘土（クレイ）で作ろう
フォトスタンド

成田空港の謎

フィルムケースでオカリナ作り

省エネにトライ

新聞バッグ作り

＜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
＜問合せ先＞
エフエムかしま市民放送株式会社
℡：0299-84-7777

中央図書館 夏の間，開館時間を延長します！
からの 期 間 ７月・８月の毎週火・金曜日
開館時間 10時～19時
お知らせ ※中央図書館のみの実施となります。
※大野分館は10時～18時です。

第３回鹿嶋市第九
交響曲コンサート
合唱団員募集中

＜問合せ先＞
○鹿嶋市中央図書館
℡：0299-8３-2510
○大野分館
℡：0299-69-1114

昨年の演奏会では小学生の参加もありました。２回連続で参加し
た中学生もおります。たくさんの方の参加をお待ちしております。
開催日：12月10日（日）
練習日：７月23日からほぼ毎日曜日午後もしくは夕方
（初心者特別レッスン有）
＜問合せ・申し込み先＞
費 用：8,000円（高校生以下4,000円）
鹿嶋勤労文化会館
楽譜，練習用ＣＤは別途
℡：0299-83-5911

７月10日，県立カシマサッカースタジアムが東京2020オ
リンピックサッカー会場に正式決定しました。
2019年の茨城国体に続いての開催となり，これらを通じた
さまざまな体験や活動は，市民，とりわけ子どもたちにとって
かけがえのない貴重な財産になることでしょう。
市民一丸となって，大イベントを盛り上げ，世界に“カシ
マ”を発信しましょう。

家庭教育力向上推進事業が始まります
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「家庭は教育の原点」であるという認識のもと「強く
たくましく生きる鹿嶋っ子」を育むために「家庭教育力
向上推進事業」が始まりました。この事業は，地域の人
材を生かした家庭教育支援の取り組みや家庭教育の充実
を図るため，次の４つの事業を通して学校・家庭・地域
の連携協力体制の構築と社会全体の教育力の向上を目指
して推進するものです。

①

訪問型家庭教育支援

③ メディア講習会

子育て経験がある地域人材を中心として，教員Ｏ
Ｂや民生委員・児童委員などの参画を得て，家庭
教育を支援する活動を行う家庭教育支援チームを
つくり，チーム員が家庭を訪問して個別の相談に

対応したり，情報提供を行います。

② 子育て講演会
小学校・中学校入学前のお子さんをもつ保護者の
方を対象に講演会を実施します。
○小学校就学前
基本的生活習慣の定着に向けた講話等
○中学校入学前
思春期を迎える子どもへの接し方等

携帯の使い方を含めたネットによるトラブルに巻き込
まれないようにすることをねらいとして小学校６年生
（保護者を含む）を対象に実施していきます。

④

家庭教育を考える集い

これからの家庭教育の課題や在り方について学び，教
師・親・地域の大人，それぞれがどのように子どもと
関わっていくかを考える機会として「家庭教育を考
える集い」を実施します。
今年度は，９月17日(日)に前鹿島アントラーズ監督

の石井正忠氏による講演会を予定しています。
＜問合せ先＞
社会教育課

℡：0299-82-2911（内線２１７）

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
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
くはお問い合わせください。

○学校給食費口座振替日について
下記の期日でご指定の口座から，口座振替を行いますの
で事前に残高の確認や入金をお願いします。

【小中学校】

【幼稚園】

６月分…７月31日(月)
６月分…７月25日(火)
７月分…８月31日(木)
７月分…８月25日(金)
９月分…９月29日(金)
９月分…９月25日(月)
10月分…10月31日(火) 10月分…10月25日(水)
＜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

