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携帯電話の方は 

こちらから 

 

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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いじめや体罰の相談・情報があったら連絡しよう！ 

 いじめや体罰に関する相談や情報提供

を24時間いつでも受け付けています。 

「いじめなくそう！ネット目安箱」 

●茨城県いじめ・体罰解消サポートセンター 
⇒https://www.edu.pref.ibaraki.jp/ijimekaisho/ 

※名前を秘密にして相談することもできます！ 

 平成30年４月から鹿行地区で初めてとなる「小中一貫教育」が高松小学校及び高松中学校に

てスタートします。 

 ４月６日（金）の入学式は，高松小学校・高松中学校合同（午後2時～高松中体育館）で行い

ます。当日は，新小学１年生と新中学１年生が一堂に会する，そのスタートにふさわしい，これ

までにはない入学式になることでしょう。 

小中一貫教育がいよいよスタート 

 1学期には小・中合同でのスポーツイベントの実施を予定しています。学校生活の中において

様々な行事を合同で行い，児童生徒のふれあいの場を増やしていきます。 

 このほか，児童生徒が高松公民館で行われる地域活動へ積極的な参加を図り，地域と学校が一

体となり，よりよい地域づくりを目指します。 

 このように９年間の連続した学びの中で，「学力の向上」のみならず「豊かな人間性」を育み

ます！4月から始まる，新しい学校生活が待ち遠しいです！ 

力を 

 入れます！ 

英語教育 

キャリア教育 

学習指導 

生徒指導 

特別支援教育 

・中学校の英語授業拡充  

 週４時間⇒週５時間  

・小中合同でのコミュニケーション英語交流  

・外国人講師の相互交流  

・小中合同での職業人講話   

・中学生の職場体験 

 ⇒小学生に成果を伝える   

・９年間の指導計画 

 ⇒課題分析・対策を小中合同で検討！  

・小学校高学年の教科担任制 

 ⇒中学校の先生による専門的な指導  

・ICTの積極的な活用  

・９年間一貫した生活ルール 

 （高松スタンダード） 

 ⇒規範意識の醸成  

・９年間を通した一貫性のある指導 

 ⇒学校生活での悩みや小学校と中学校 

  の段差解消・軽減に対応  
一人ひとりの教育的ニーズに沿った

支援体制の整備   

充実 

 させます！ 

★その他身近な相談窓口として，鹿嶋市教育センターにご連絡ください★(受付時間９:00～17:00) 

 ⇒℡：0299-83-1246 メール：center-k@city.ibaraki-kashima.lg.jp 



 教育センターでは，７つの出前授業や講座を行っています。今回はその一部をご紹介します。 

理科特別授業 

＜問合せ＞ 鹿嶋市教育センター  

      ℡：0299-83-1246 

今年もエンジョイスポーツin鹿嶋を下記のとおり開催します。今年はビーチスポーツを加えイベントが盛

りだくさんとなっており，子どもからご高齢の方まで，誰でも楽しめるスポーツを用意しています。みんな

で参加して，たくさんの種目に挑戦しましょう！ 

◆鹿嶋市開催公式HP開設のお知らせ◆  

１月21日（日），新春恒例となりました鹿嶋市駅伝大会が総勢173
チーム（選手1,015人）の参加により開催しました。大会当日は，多
くの方から選手への声援をいただき，ありがとうございました。ま
た，競技運営では各まちづくり委員の皆さまをはじめ，鹿嶋警察署・
交通安全協会・各スポーツ団体や企業等のご協力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の皆様に感謝申し上げます。
結果は次のとおりです。 

  優  勝 準 優 勝 3 位 

中学男子 神栖二中駅伝部 潮来二中ﾊﾞｽｹ・野球・ｻｯｶｰA 平井中サッカー部② 

一般・高校男子 後方待機 神栖TC Aﾁｰﾑ 波崎高校Ａ 

中学女子 佐原中学校Ａ 大洋中ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 ＦＣアルマドール 

一般・高校女子 鹿島学園高校女子サッカー部 佐原高校 鹿島高校 

▲卓球バレーの様子  

 「私は本を読まないから図書館は関係ない」と思っている方も多いのではないで

しょうか。図書館には小説以外にも，料理・病気・介護・育児・スポーツ・歴史・絵

本や紙芝居など，幅広い分野の本があります。その他，週刊・月刊・季刊などの雑

誌，CD・DVDなどの視聴覚資料もあり，すべて無料で貸出しています。 

図書館は，本館と大野分館があり，両館で資料のやりとりをしています。例えば，借りた資料はど

ちらの館にも返却することができ，本館の資料を大野分館に取り寄せることも可能です。 

 図書館はこんなところーぜひ図書館においでくださいー 

平成30年１月から新たに電子図書館を

開設しました。インターネット上で電子書

籍の閲覧ができ，音声読み上げや文字の拡

大などの機能がついているものもありま

す。 

娯楽としての読書以外にも，学習や研

究，地域の情報の収集など，図書館は様々

な活用ができます。ぜひ，図書館をご利用

ください。 

電子図書館開設 ◯開館時間：10:00～18:00 

◯休 館 日 ：毎週月曜日，年末年始，特別資料整理期間 

 

 ●資料を借りる場合 

     ⇒図書利用カードが必要になります。 

 ●電子図書館を利用する場合 

     ⇒図書利用カードとパスワードが必要です。 

 

※カードの作成・パスワードの発行を希望する方は，氏

名・住所が確認できる身分証明書（運転免許証，保険

証，学生証など）をお持ちください。 

＜問合せ＞ 鹿嶋市立中央図書館  

      ℡：0299-83-2510  

      大野分館  

      ℡：0299-69-1114 

エンジョイスポーツin鹿嶋 

第43回鹿嶋市駅伝大会結果報告 

教育センターの出前授業・講座について 

うちゅうのはなし 理科おもしろ実験講座 

 元気象庁予報課長の古川武彦

博士による現地研修です。今年

は気象庁や江戸時代の気象観測

所跡を見学しました。 

 宇宙技術センターの布施哲治

博士が幼稚園で「うちゅうのは

なし」を活動を交えながら行っ

ています。 

 その他，幼稚園や学校での箸の使い方や栄養の話しなどの実践授

業，朗読出前講座，戦争体験出前講座などを実施しました。  

 鹿嶋市実行委員会では，いきいき茨城ゆめ国体に関す

る様々な情報や鹿嶋市での取り組みを広くお知らせする

ため，公式HPを開設いたしました。一緒に茨城国体を盛

り上げましょう！ 

▲波野幼稚園の様子 ▲気象庁他で実施された様子 ▲鹿野中学校の様子 

検索 

◯図書館ホームページもご覧ください 

        http://opac.city.kashima.ibaraki.jp/ 

検索 

※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。 
              → http://kashimashi.info/ekiden/ 

【日 時】平成30年３月11日（日）9:00～14:00 

【場 所】カシマスポーツセンター 

【参加費】無料、事前申込み不要 

【種 目】スポーツ吹矢・ショートテニス・ラージボール卓球 

     ビーチボールバレー・ボッチャ・スポーツチャンバラ 

     卓球バレー・各種ビーチスポーツなど 

【その他】先着50人にトレーニング室無料券配布 

     ※種目によって開催時間が異なります。 

      詳しくは「かしまスポーツナビ」で検索 

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

【持ち物】運動の出来る服装で上履きシューズ 

【問合せ】スポーツ推進課 ℡：0299-82-2911(内線562) 

◆KASHIMA 

キッズダンス 

 応援隊◆ 

♦ホームページ 

URL：http://city.kashima.ibaraki.jp/kokutai2019/ 

 

♦ＱＲ：コード 

 検索 
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2019年茨城国体のＰＲ活
動や団体ダンスの普及などを
目的に，小学３年生から高校
１年生までの27名で結成しま
した。これまで，茨城県主催
のダンスコンテストやまちづ
くり市民大会等に出演。現在
も出演させていただけるイベ
ントを大募集しています。 

参加費
無料 

今年は… 

  スポセンに砂浜出現！？ 

 宇宙技術センターの先生方が

小・中学校へ出向き宇宙・天体

関係の授業を行っています。 

検索 



【登録有効期間】 

      平成30年４月１日～平成31年３月31日（１年間） 

【雇用期間】６か月以内（１回のみ更新可能，原則１年度） 

【勤務時間】原則として月曜日～金曜日の8時45分～14時15分 

      週27.5時間 

【有給休暇】年次有給休暇（雇用６か月経過後） 

      特別休暇（忌引きなど） 

【時  給】990円 

【付加賃金】片道の通勤距離が２ｋｍ以上の場合に 

      １日につき100円を支給 

【社会保険】無し 

【申込方法】人事課または市ホームページにある所定の用紙に 

      必要事項を記入して人事課に直接持参 

      又は郵送で申込み 

【受付期間】随時  

【会期】平成３０年２月２７日(火)～３月１１日(日) 
団体名 事業名称・内容 期 間 会 場 

美 術 連 盟  美術展（絵画・書・写真・工芸） ２/27(火)～３/４(日) 

９：30～17：00 

（最終日15：00終了） 

まちづくり市民 

センター体育館 

文 藝 連 盟  俳句・短歌・自由詩展 
まちづくり市民 

センター 

市民ギャラリー 手 芸 連 盟  手芸展 
3/７(水)～3/11(日) 

10：00～16：00 

（最終日15：00終了） 

歴史文化連盟 
歴史講演会「斎宮と靇神社」  

講師 大川 祥銀 氏 
3/３(土)  13：30～15：00 

 茶華道連盟 

春のお茶会 なごみのひと時 
※二席 1,000円 

3/10(土)・3/11(日) 

10：00～15：00 

春の華展 花と戯れて 
3/10(土)10：00～17：00 

3/11(日)10：00～16：00 

着 装 連 盟  
和の楽しみ  

ふだん着からよそおいまで 

3/10(土)10：00～16：00 

3/11(日)10：00～15：00 

ダンス連盟 ダンスの集い 3/３(土)12：00～16：00 

 
歌謡曲愛好連盟 のど自慢 歌謡愛好のつどい 3/４(日) 9：30～16：30 

舞 踊 連 盟  春のおどり 3/10(土)10：00～16：00 

音 楽 連 盟  音楽の集い 3/11(日)13：00～16：30 

和室 

喫茶スペース 

ギャラリー 

ホワイエ 

研修室２ab 

研修室１ 

鹿
嶋
勤
労
文
化
会
館 

ホール 

＜問合せ＞  鹿嶋市文化協会事務局  ℡：090-5528-6297 

       まちづくり市民センター ℡：0299-83-1551 

 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。文

化協会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！ 

＜問合せ＞鹿嶋っ子育成課  

  ℡：0299-82-2911 

    （内520～523） 

 ２月９日に開催された茨城県民

間自治功労者表彰式（主催＝茨城

県市長会）において，地域の文化

芸術の振興・発展に貢献された功

績が高く評価され，鹿嶋市文化協

会の谷田川卓

会長が表彰さ

れました。 

 これまでの

活動に敬意を

表しますとと

もに，今後の

ますますのご

活躍をご祈念

申し上げます。 

長年の功績に 

茨城県市長会民間自治功労賞 

▲谷田川卓
やたがわたかし

さん 

（82歳・沼尾） 


