
第49回千葉県消防操法大会へ出場

力を出し切りました

成東・東金食虫植物群落夏休み子ども教室

食虫植物群落を観察

市を巡って見つけたホットな話題を
カメラで追ってみました。

山武西小学校の 5・6 年生が、8 月 25 日に日本テレ
ビ系列で放送されたチャリティー番組「24 時間テレビ
36　愛は地球を救う」に出演しました。山武西小学校は
全校児童で長縄 8 の字連続跳びにチャレンジしてい
て、何度も千葉県第 1 位に輝いている実力校です。今
回は「ギネスにチャレンジ８の字跳び」というコーナーで、
全国の小学校から選ばれた代表校 6 校のうちの 1 校
として、夏休み返上で練習した成果を充分に発揮し、ギ
ネス記録に挑戦しました。

山武西小テレビに出演

ギネス世界記録に挑戦

7 月8日、KAKEHASHI Project-The Bridge for Tomor-
row（北米地域との青少年交流）事業の一環で、アメリカの
ロードアイランド州クラシカル校の高校生 23 人が、食と農の体
験工房よもぎかん（松尾町木刀）で太巻きずし体験をしました。

代表の鈴木和子さんの指導のもと、上手に巻きずしを作り、
完成した巻きずしを見て感動していました。また、学校で日本語
を勉強中だという高校生は、太巻きずし体験の感想や指導者
への感謝を日本語で語ってくれるというサプライズを用意してく
れました。

北米地域との青少年交流

アメリカの高校生日本の文化を体験

山武市青少年相談員主催の「星の
村キャンプ」が行われました。例年人気
のこのキャンプに市内の小学５年生・
６年生３７組１６７名が参加し、テント張
りやキャンプファイヤーなどを体験しまし
た。（７月２７・２８日）

サンバ隊の演舞などで華やかに盛
り上がるサマーカーニバル。今年はカ
レー料理の特設ブースで「食」も楽し
め、夜には 1,000 発の花火が夜空を
彩り、大勢の人で賑わいました。（７月
２７日）

納涼コンサート＆のぎくプラザ盆踊
り大会が成東文化会館で開催。のぎ
くプラザ吹奏楽団の演奏会や盆踊り
大会が行われました。また、ＦＭさんむ
設立準備委員会主催のミニライブな
ども行われました。（８月１０日）

犯罪や非行の防止と罪を犯した人た
ちの更生への理解を深め、犯罪のない
明るい社会を築こうと、「社会を明るくす
る運動」広報活動が、保護司会と更生
保護女性会が中心となりＪＲ成東駅で
行われました。（７月１日）

松尾高校が例年夏休みを利用して
行っている職場体験学習で、公務員
志望の松尾高校 3 年の塩島さんが
市役所の仕事を体験し、広報紙の校
正の仕事などをこなしました。（８月６日
～８日）

まちの未来を表現する“場”をつくる～山武まちづくり提案２０１
３～と題し、千葉大学工学部都市環境システム学科の学生によ
る都市空間工学演習成果発表会が、７月２８日に成東文化会館
のぎくプラザで行われました。４か月間成東地区を調査し、これか
らの成東地区のまちづくりについて提案。広場に水の演出を、自
転車貸し出し場の設置、歩きたくなる路地を作る、屋台村や地元
密着型カフェの設置などさまざまな提案があり、若者の柔軟な発
想に参加者からは「この提案は取り入れたい」「おもしろい」など
の感想がありました。

千葉大学生成東駅周辺のまちづくり発表

学生の発想でまちづくり

食虫植物群落を観察

目
指
す
は
１
分
間
に
200
回
！

学生のまちづくり構想に参加者は興味津々

食虫植物についての説明を熱心に聞く子どもたち
太巻きずし体験をするアメリカの高校生

▲優秀賞に輝いた
　第３分団第２部

▲

努力賞を受賞
した第４分団
第１部

星の村キャンプ 社会を明るくする運動市役所の仕事を体験 サマーカーニバルのぎくサマーフェスタ

7 月 27 日、第４９回千葉県消防操法大会
が千葉県消防学校で開催され、県内各地
区で優勝した消防団が集い、消防技術を競
い合いました。山武郡内では、ポンプ車操法
の部と小型ポンプ操法の部でそれぞれ優勝
した山武市消防団の２団が出場しました。

結果は、小型ポンプ操法の部で山武市消
防団第 3 分団第 2 部（小泉、富口、富田幸
谷）が、２位となり優秀賞に輝きました。また、
小型ポンプ操法の部個人で宇津木隆さん
が最優秀１番員を受賞しました。ポンプ車操
法の部で出場した山武市消防団第 4 分団
第 1 部（白幡）は、努力賞を受賞しました。

７月２８日に小学校３年生から６年生まで
を対象とした夏休み子ども教室が、食虫植
物群落管理棟で行われました。

山武市、東金市、大網白里市などのほ
か、静岡県からの参加者を含め、計 12 人
の参加がありました。　

教室では、８種類の食虫植物の名前や虫
の捕らえ方などを勉強し、また現地の実見や
湿性植物の観察などを体験しました。標本
作成では、３０年以上前に作った貴重な標
本を見て、成東・東金食虫植物群落を守る
会の岩瀬先生から説明を聞きました。子ども
たちは、標本作成の重要性について学び、
一生懸命に植物の標本作りを体験しまし
た。
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