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　市内の一部の学校では、新型コロナウイルス感染症および熱中症対
策のため、体育館で始業式を行わず、児童生徒は各教室に留まり、放送
やＴＶ会議システム（Zoom）を活用して２学期の始業式を行いました。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、
本年度の運動会・体育祭は、規模の縮小や、開催時
間を短縮するなどして各学校で実施されました。
　また、保護者参観については、三密（密閉・密集・
密接）を回避し、新型コロナウイルス感染症対策を徹
底することが難しいことから、参観中止や参観人数
を制限し、対応した学校が多くありました。
　なお、当日参観ができない保護者に向けて、動画
共有サイトYouTubeにおいて運動会・体育祭の様子
をLive配信（限定配信）したり、後日編集した動画を
HPで公開したりする学校も見られました。
　例年とは異なる開催方法でしたが、子どもたちに
は笑顔が見られ、活気あふれる運動会・体育祭とな
りました。

　市では、新型コロナウイルス感染症やインフルエン
ザによる臨時休校や学級閉鎖に備えて、教職員にＴ
Ｖ会議システム（Zoom）の研修を実施しています。
　ＩＣＴ機器の活用については「できることを　でき
る人から」ということで、まず「Zoom」を活用して、
学校と家庭が接続できるか確認を行っております。
　今後、小学校においては、オンライン朝の会（安
否確認）、中学校においては、オンライン朝の会に加
え、簡単な課題の提示等ができる環境を整えていき
ます。
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　市内小学校では、運動会に向けて、山武市オリジナルダンス「O
ワ ン

ne T
ツー

o S
サ ン

un-M
ム

u～S
エス

-d
ド リ ー ム

ream 未
ミ ラ イ

来へ～」を披
露するため、外部講師を招き、ダンスレッスンを行いました。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、今年度の山武市音楽発表会・ダンス発表会は中止と
なりましたが、運動会当日、子どもたちはすばらしいダンスを披露し、会場は感動に包まれました。

　市内の各小中学校では、「文部科学省　緊急パッケージ（第2弾）」の「子どもたちの学びの保障」*1を受け
て、新型コロナウイルス感染症及び熱中症対策に係る物品の購入やサービスの提供をお願いしました。
*1 感染症対策と子どもたちの健やかな学びの保障を両立し、学校教育ならではの学びを最大限進めることができるよう、必要な人物・
　 物的支援などを進める国の事業です。
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　教育行政の部において、市の教育委員会の運営、教育条件の整備拡充等の教育行政の進展に尽力したことが
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氏（教育委員）が表彰されました。
　また、芸術文化の部において、多くの市民が伝統文化に触れる機会を提供することに努め、地域の文化振興
に尽力されたことが認められ、中

なかむら

村幸
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氏（山武市芸術文化協会会長）が表彰されました。

　令和３年度に市内小学校に入学を予定して
いるお子さんの就学時健康診断が、市内11
の小学校で実施されました。就学時健康診断
は、入学を予定しているお子さんが、小学校に
入学してから、健康で安心して小学校生活を
送ることができるように行われるものです。
　内容については、内科健診、歯科健診、視
力・聴力検査等を行いました。
　なお、令和３年度の市内小学校への入学予
定者数は、２７５人です。

（令和２年11月現在）

　松尾小学校は、校舎の老朽化に伴い、旧校舎を解体し新
校舎を建設しています。
　８月末に仮設校舎が完成し、児童たちは９月２日より、令
和４年９月に校舎の建て替えが完了するまで、約２年間仮設
校舎で学習をします。
　仮設校舎は松尾小
学校に隣接していた旧
まつおこども園の場所
に建てられ、体育館や
運動場はそのまま松
尾小学校の施設を使
用します。

　令和4年４月に開校予定の、蓮沼中学校と松尾中学校の統合校で生徒
が学校生活を円滑に始められるように準備を進めています。
　10月9日から11月10日までの期間に、地域の皆様にご協力をいただ
き、統合校の校名案を募集しました。今後、統合準備委員会では、応募
結果等をもとにしながら校名案を協議し、教育委員会に報告します。

　校歌については学校から推薦のあった作詞者：近
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氏に依頼したところ、快く承諾いただきました。お二人は、市原市立ち
はら台西中学校の校歌をはじめとして、多くの楽曲等を作成されています。
　校章については両校の児童からデザイン案を募集したところ、多くの作品
の応募がありました。
　応募作品については、統合準備委員会で選定し、新校章の原案が決定し
ました。今後、原案をもとに校旗等の制作を進めていきます。
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　山武市スポーツ推進委員連絡協議会では、ボッチャ競技
の普及のため、７月19日に農村環境改善センター（松尾ふ
れあい館）においてボッチャ講習会を開催しました。
　当日は、千葉ボッチャ協会の宮
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きし、ルールやコートの作り方等を学びました。また、市原
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人にもお越しいただき、実践による講義を受けました。
　令和３年開催予定の東京2020パラリンピック競技大会で行われるボッチャ競技をみ
なさんに楽しんで観ていただけるよう、その様子を動画共有サイトYouTube「山武市公
式チャンネル」に掲載しています。ぜひご覧ください。
問い合わせ先　スポーツ振興課　☎０４７５（８０）１４６１

　成東図書館内の「おはなしのへや」が、山武市出身のアーティスト、バ
ルサミコヤスさんの手掛けた巨大アート「おはなしの森」としてリニュー
アルしました。
　8～9月に、モザイク柄のシンボルツリー「おはなしの木」に手形を押すイ
ベントを実施し、9月には教育委員の皆さんにもご参加いただきました。
　150の手形により、立派なシンボルツリーが誕生し、アートが完成しました。
　成東図書館にご来館の際は、ぜひお立ち寄りください。
問い合わせ先　成東図書館　☎０４７５（８０）２２９９

　令和４年４月に成人年齢が18歳に引き下げ
られますが、市では令和４年度以降も20歳に
なる方を対象とした式典をこれまでと変わら
ない形で実施します。
　なお、開催日等の詳細は、前年の広報さん
む４月号やホームページ等でお知らせします。
問い合わせ先　生涯学習課
　　　　　　　☎０４７５（８０）１４５１

申し込み資格・条件
大学（大学院を除く）に入学が決定または在学する方で、健
康で学業に対する意欲があり、家庭の事情等により、学費の
支弁が困難である方
貸付額（無利子）
◆修　学　金　月額４万円以内 
◆入学準備金　30万円以内
申　込　先　 教育総務課総務企画係
募 集 期 間　第１期：２月15日㈪～3月1日㈪
　　　　　　第２期：３月10日㈬～25日㈭
問い合わせ先　教育総務課
　　　　　　☎０４７５（８０）１４３１

ボッチャ講習会を開催しました

成東図書館の「おはなしの木」が完成しました

令和４年度以降の
成人式について

令和3年度 山武市
奨学資金貸付募集について

（　　　　　　　　　　　　）
後列左から、木島教育委員、嘉瀬教育長、
清水教育委員、小野﨑教育委員
前列左から、今関教育委員、バルサミコヤス
さん、 渡邊教育委員

山武市公式チャンネルＱＲコード

　ボッチャとは、重度の脳性まひ者や同程度の障がいが四肢にある人のためにヨーロッパで考案されたス
ポーツでパラリンピックの正式種目となっています。近年では、障がいの有無にかかわらず、老若男女誰で
も楽しむことができるスポーツとして注目されています。

みなさん、「ボッチャ」というスポーツを知っていますか？

（ボッチャ講習会の様子）

奨学金募集案内
ホームページＱＲコード

スポーツ推進委員
連絡協議会

（昨年の成人式の様子）


