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【松尾小学校第1回学校運営協議会開催6月17日】
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　令和元年度学校再編にともない、新たなスタートを期して山武中学校と松尾小学校はコミュニティ・スクール
（CS）としての第一歩を踏み出しました。２校の協議会の様子とCSについて紹介します。　
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地域とともに歩む学校 ～コミュニティ・スクール～

両校とも、学校教育目標が共通理解され、学校運
営方針が【承認】されました。

　地域の方々で構成された委員により、
学校運営について協議をすることができる
「学校運営協議会」という合意形成が図ら
れる協議組織を持った学校です。主体的な
参画と熟議は、「～地域の持つ教育力を子
どもたちに！～」に結びつきます。

・目的： 学校運営協議会の協議のもと、学校運
営を支援する

・構成：15名以内の委員（教育委員会が委嘱）

コミュニティ・スクール（CS）とは？
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【山武中学校第1回学校運営協議会開催6月27日】

「日向小学校・山武西小学校」統合に向けて
話し合いを進めています

　令和 3年 4月の新校開校に向け、「日向小学
校・山武西小学校統合準備委員会」を設置し、
新校を円滑に開校するために保護者、学校職員、
地域の代表者などで協議をしています。
　また、校名や校歌、通学路、交流事業など、
統合する際に調整を必要とする項目については
専門部会を設置し、検討しています。
　協議状況については、ホームページや「統合
準備委員会だより」でお知らせしています。

統合後に通う校舎
（旧山武南中学校）

校名募集会場の様子

□学校運営の基本方針を承認する
□学校運営について教育委員会又は、校長に意見を述べることができる
□教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会）の仕組み

保護者や地域住民等が、一定の権限や責
任を持って学校運営に参画する仕組み

保護者、地域住民、行政機関、民
間企業、ＮＰＯ、団体・機関 等

学校運営協議会の役割（地教行法第 47 条の６）

保護者、地域住民、地域
学校協働活動推進員 等

学　校
①意見を述べる
②活動への参画・協働

協議結果の情報提供

地　域

学校運営協議会

次回は、学校からの要望をもとに、支援方法等について
熟議します。



青少年つどい大会（ドッジボール大会）を開催しました
　6月 22日、さんぶの森中央体育館において、山武市青少年つどい大
会を開催しました。
　市内小学校から高学年の部（5・6年）21チーム、中学年の部（3・4年）
26チーム、合計47チーム 504名が熱戦を繰り広げ、ドッジボール大
会を通じて交流を深めました。
　参加した児童及び応援に駆け付けた保護者のたくさんの熱い声援の
中、活気あふれる大会となりました。

★高学年の部
　やってみ YO!!（山武北小６年）

優勝チーム

スリランカカレー作りで交流を深めました！
　７月26日、蓮沼交流センターにおいて、スリランカの学生とカレー作りを通じて交流会
を行いました。交流会には、スリランカ日本教育文化センター（SNECC）の学生５名、こ
れまでのスリランカ派遣生と今年のスリランカ派遣事業説明会に出席した学生 10名が参加
しました。
　１日を通して、学生たちは日本の文化や山武市の歴史、そしてスリランカの生活について
英語でコミュニケーションを図りながら、有意義な時間を過ごしていました。
　スパイシーなスリランカカレーと、素敵なダンスや歌声に魅了され、スリランカ気分を味
わい、参加者たちはみんな笑顔でした。

スリランカカレー作りの様子 踊りの様子

　令和2年度（2020年
度）、スリランカ派遣
事業はオリンピック期
間と重なるため、休止
いたします。令和３年度
（2021年度）から再開
する予定です。

完成したスリランカカレー

　テントの設置、カレー作り、キャンプファイヤー、肝試しといっ
た夏らしさ満載の「星の村キャンプ」が 7月 20～ 21日にさんぶ
の森公園多目的広場において開催されました。
　参加した 39組 171 名の市内小学校 5・6年生からは、「おどろ
かせてきたオバケが怖かった 」、「テント張りが難しかった 」、「友
達としゃべりながら寝たので楽しかった」、「カレー作りでおうちの
人達の大変さを知った」、「みんなで食べたのですごくおいしかった
」「色々な人と友達になれてよかった」、「キャンプファイヤーで

歌やゲームをして楽しかった」、「キャンプ以外でも協力して頑張り
たい」などの声が聞かれました。
　普段の生活では体験できないイベントに、子どもたちは楽しく活
動していました。

星の村キャンプ

★中学年の部
　緑海ドッジーズ４（緑海小４年）



　６月 13日、成東文化会館のぎくプラザにおいて、山武地方学校保
健会と山武郡市歯科医師会が主催する口腔保健週間ポスター及び健歯
児童生徒審査会の表彰式が行われました。
　口腔保健週間ポスター中学校の部で福
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実さん（山武中１年）が
特別賞を受賞され、受賞作品が千葉県歯・口の健康に関する図画・ポ
スターコンクールに出展されました。
　また、健歯児童生徒審査会小学校男子の部で鈴
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臣さん（山武西
小６年）、中学校男子の部で橋
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磨さん（成東中３年）が１位を受賞、
釜
かまがた

形優
ゆう き

希さん（山武中３年）が２位を受賞しました。
　表彰式では、参加者から大きな拍手が送られました。

猛暑が続く中、太陽に負けない
子どもたちの頑張りが輝いています！

特別賞受賞作品（山武中１年　福崎愛実さん）

ボッチャの様子

　6月23日、蓮沼海浜公園及び蓮沼スポーツプラ
ザにおいて、市民の健康・体力づくりへの意識の
向上を図るため、誰でも簡単に始められるスポー
ツ教室を開催しました。
　当日は、パークゴルフやスポーツウエルネス吹
矢、ボッチャを行うなどし、126名が参加しました。

さんむスポーツフェスタ
を開催しました

口腔保健週間ポスター及び健歯児童生徒審査会入賞
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山武中学校・柔道部（男子個人）

関東大会出場！
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山武中学校
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男教育長が、教育委員会教育長に再任されました。
任期は令和４年６月23日までです。
　また、６月26日付けで今
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合委員が、教育委員会委員に再任されました。
任期は令和５年６月25日までです。

教育長及び教育委員の再任

嘉瀬尚男　教育長 今関百合　委員

　８月 17～ 20 日に行われた、第 50回全国中学校柔道
大会において、近藤耀聖さんが優勝、伊澤直乙斗さんが準
優勝という、輝かしい成績を収めました。

全農杯全日本選手権卓球大会

全国大会出場！

山武北小学校（個人シングルス）
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全国大会 優勝・準優勝！



　市民体育祭は、山武市を12支部に分けた支部別対抗戦で、
市最大のスポーツイベントです。
　自分が住んでいる地域や、ほかの地域の方と世代を超えて交
流し思いきり体を動かしてみませんか。
　また、当日は「韋駄天に挑戦」イベントも行います。
　多くの皆様の参加をお待ちしています。
日時：10月13日㈰　※雨天中止
場所：成東総合運動公園陸上競技場
問い合わせ先：スポーツ振興課　☎0475ー80－1461
※プログラムは広報さんむ９月号をご覧ください。

・氏　　　名　塚原直貴（34歳）
・身長／体重　180cm／78kg
・出  身  地　長野県
・自 己 記 録　 100ｍ 10秒09（日本歴代7位）
　　　　　　　200ｍ 20秒35（日本歴代7位）
・主 な 戦 歴　‘08北京五輪400ｍリレー　銀メダル
　　　　　　  ‘09世界陸上400ｍリレー　第４位
　　　　　　  ‘06‘07‘08日本選手権100ｍ　優勝
　　　　　　  ‘10アジア大会日本代表

　市では、芸術文化スポーツ活動の一層の振興を図ることを
目的に、芸術文化活動やスポーツ活動に精励し、全国大会等
に出場する個人や団体に報奨金を交付する制度を設けていま
す。
　報奨金の交付を受けるためには申請が必要です。交付を希
望される方は、教育総務課へご相談ください。

第13回 山武市民体育祭を開催します

韋
い だ て ん

駄天に挑戦
～オリンピアン塚原直貴氏に挑戦～

芸術文化スポーツ活動報奨金制度

歩け歩け大会参加者募集

大会種別
報奨金の額

個人（1人当たり） 団体（1団体当たり）

関東大会等県大会を
超える規模の大会 1万円 3万円

全国大会 2万円 5万円
国際大会 5万円 10万円

問い合わせ先：教育総務課　☎0475－80－1431

日時：９月28日㈯　午前８時00分から受付
　　 （午後６時頃解散予定）
集合場所：山武市役所正面玄関前（現地までバスで送迎します）
参加費：2,000円
コース：自然にふれる養老渓谷（約9km）
対象：市内在住・在勤の小学３年生以上
　　　健康で長距離を無理なく歩ける方
　　　※小・中学生の参加には保護者の同伴が必要です。
　　　★詳細は広報さんむ８月号をご覧ください。

　伊藤左千夫の生家の茅葺屋根改修工事を、次の
期間に実施します。なお、工事中は伊藤左千夫の
生家の見学ができません。ご不便をおかけいたし
ますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

【期間】令和元年 11月４日㈪～令和２年３月 31
日㈫
※歴史民俗資料館は通常通り開館いたします。

伊藤左千夫の生家
茅
かやぶき

葺屋根改修工事のお知らせ

　2008 年の北京五輪 400 ｍリレーで銀メダルを獲得した
塚
つかはら

原直
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貴氏が市民体育祭に参加します。オリンピアンの走り
を肌で感じてみませんか。

世界記録
可視化事業

　なお、競技終了後、12時 20 分から握手会・サイン会を開
催します。
※雨天の場合は、10 時から成東東中学校体育館でオリンピッ
ク教室を開催します。

・35歳以上男子 70ｍ競争
・18歳以上男子100ｍ競争（高校生は除く）
・韋駄天に挑戦（18歳以上男子・女子混合100ｍ競争）

参加開催
種目

　山武市では毎年、夏季休業中の期間に地域を決めて通学路の安全点検
をしています。今年は松尾・蓮沼地区の点検を実施しました。
　通学路の点検は学校、山武警察署、山武土木事務所、山武市校長会、
山武市ＰＴＡ連絡協議会、市役所及び教育委員会が協力して行います。
　日頃から児童生徒の通学路の安全確保のため、ご協力をお願いします。

通学路の安全確保

通学路の点検の様子


