
開催日：6月 25日㈰
１．イベントスケジュール
　　●パークゴルフ
　　会場：蓮沼海浜公園パークゴルフ場
　　時間：9:00 ～ 12:15（8:30 から受付）
　　内容：1 組ごとにパークゴルフ協会員が付いて、競技方法などを
　　　　　指導しますので、初心者でも楽しめます。
　　※用具は無料でお貸しします。
　　※運動のできる靴でご参加ください。
　　（サンダル・ブーツ・ハイヒールは不可）
　　定員：50 名（先着順）

　　●ノルディックウォーキング
　　会場：さんぶの森公園ふれあい広場（雨天時：さんぶの森中央体育館）
　　時間：9:45 ～ 11:30（9:15 から受付）
　　内容：ポールを使ったウォーキングの教室です。
　　　　　ポールを使用することで下半身への負担が
　　　　　軽減できるなど、今注目のスポーツです。
　　※ポールは無料でお貸しします。
　　定員：30 名（先着順）

　　●ボッチャ大会
　　会場：蓮沼スポーツプラザ
　　時間：9:00 ～ 12:00（8:30 から受付）
　　内容：各チーム 6 球のボールを投げたり転がしたりして、自分のチームのボールを相手チームのボールより
　　　　　もいかに白いジャックボール ( 目標球 ) に近づけられるかを競うスポーツです。
　　　　　初心者でも十分に楽しめます。
　　※上位 3 チームは表彰があります。
　　※当日は、体育館シューズをお持ちください。
　　※山武市体育協会 13 支部 ( 小学校区 ) の対抗戦になりますので、体育協会各支部からの申し込みとなります。

２．参加資格：山武市在住・在勤の小学生以上

３．申込方法：5 月 9 日㈫～ 5 月 26 日㈮にスポーツ振興課又は各出張所に設置の参加申込書に必要事項を記入
　　　　　　　のうえ、スポーツ振興課に提出（FAX・ MAIL 可）
　　お問合せ先：山武市教育委員会スポーツ振興課
　　　　　　　　TEL:0475-80-1461　　FAX:0475-80-1400　　Mail：sports-shinko@city.sammu.lg.jp

　１月 29 日㈰蓮沼スポーツプラザを会場に、山武市ボッチャ体験
交流会が開催されました。
　当日は、リオパラリンピックで銀メダルを獲得した廣瀨選手はじ
め国際舞台で活躍する 3 選手にお越しいただき、講演会を開催す
るとともに､ 競技にも参加していただきました。
　講演会では 3 名の選手にこれまでの経験について語っていただ
きました。また、廣瀬選手からリオパラリンピックの銀メダルを披
露していただいた際には、会場から大きな歓声があがりました。

家族みんなで
一緒に楽しめる

スポーツばかりです♪

さんむスポーツフェスタを開催します
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　4 月 7 日㈮は中学校 6 校で、4 月 10 日㈪は小学校 13 校で平成 29 年度の入学式がそれぞれ行われました。中
学校は 6 校合わせて 392 名のみなさんが、小学校は 13 校合わせて 331 名のみなさんが、希望を胸に新たな学校
生活への第一歩を踏み出しました。

　3 月より教育委員会ホームページをリニューア
ルし、「山武市教育のココがすごい！」というペー
ジを作成しました。
　ダンス教育、英語教育の推進事業や、ICT 支援、
GAA（ゴールデンエイジアカデミー）など、山
武市教育が誇る魅力的な取組を紹介しています。
　さらに、トップページに「アクセスの多いペー
ジ」を追加しました。
　各種手続き、教育施設一覧、学校の規模適正
化・適正配置についてのページにアクセスしやす
くなっています。
　また、広報のページでは、本広報紙「懸け橋」
をはじめ、「家庭教育学級新聞」、文化会館イベン
ト情報誌「かなでる」などのバックナンバーをご
覧いただけます。
　是非ご覧になってください。
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　3 月 17 日㈮成東東中学校の 1･2 年生が、椎名市長、宍倉市議会議長、本山文教厚生常任委員長、嘉瀬教育長、
地元の市議会議員の方々をお招きし、「これからの山武市について」活発な意見交換を行いました。
　中学生からは、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、外国人に向けたＰＲ動画を作成する、ゴミのない
きれいな街づくりのためにゴミ拾いの日を増やす等、自分たちで山武市をより良い街にするための意見を学級・個
人から発表しました｡ 市からは、市長らが現在の取組などについて生徒たちに説明をしました。

ねらい
⑴自分たちが住む山武市について理解
　を深める。　　
⑵郷土への愛着や地域に参画しようと
　する意欲を育む。
⑶自分自身が未来の地域・社会の形成
　者となることの自覚を持たせる。

●学校再編推進室　TEL:0475-80-1108
　小中学校の再編を担当する部署として、学校再編推
進室を新設しました。
　今後は、山武市立小中学校の規模適正化・適正配置
基本計画に基づき、対象となる学校の適正配置を進め
てまいります。
●山武市歴史民俗資料館　TEL:0475-82-2842
　文化財関係の窓口が、生涯学習課から山武市歴史民
俗資料館に変更となりました。窓口の受付は、開館日

（火～日、祝祭日）の 8:30 ～ 17:15 で行っています。
休館日（月、月が祝祭日の際はその翌日）は窓口業務
を行っていませんのでご了承ください。

清水　新次 氏
（成東）

市長との意見交流会

　平成 29 年山武市議会第１回定例
会において、教育委員会委員に清水
新次氏が、議会の同意を得て任命さ
れました。
　任期は 2 月 21 日から平成 30 年
6 月 23 日までです。

教育委員の任命

教育委員会の組織が４月
から一部変更となりました。

　4 月 4 日㈫市内の小・中学校、幼稚園（こども園）
に 4 月 1 日から勤務された 125 名の先生方をお迎
えし､ 山武市教職員等（園・学校）合同着任式が､
のぎくプラザを会場に開催されました。

　「山武市のかけがえのない子どもたちのため
に、知徳体を柱とし、「山武市教育」の発展の
ために全身全霊で貢献することを誓います。」

　着任された先生方を代表して睦岡小学校長、畔蒜
秀彦先生が挨拶を述べられました。

誓いの言葉

ようこそ  山武市へ
山武市教職員等（園・学校）

合同着任式

　山武市では、子ども達に環境・エネルギーに関心をもってもらうための教材として、平成 22 年度に太陽光発電
設備設置事業として、市内の全小中学校（19 校）に太陽光発電を導入しました。ここでは、導入から平成 29 年
2 月末までにどれだけのエネルギーを節約できたのか、ご紹介したいと思います。

　初心者でも大丈夫です。
　プロの演奏家をはじめたくさんの講師が皆さんをお
待ちしています。
　楽器の取り扱い、指使いから模範演奏まで、丁寧に
学ぶことが出来ます。
募集対象：小学生、中学生及び顧問の先生方、保護者

（見学だけでも可です）
募集パート：フルート、オーボエ、クラリネット、　
　サキソフォーン、トランペット、コルネット、
　トロンボーン、フレンチホルン、アルトホルン、　
　ユーフォニューム、チューバ、打楽器
開催日：月１回程度
参加費：（半期分）
　　　　山武市内在住者　2,000 円   
　　　　山武市外在住者　2,500 円
会　場：成東文化会館のぎくプラザホール　

　3 月 11 日㈯蓮沼海浜公園第 1 駐車場にて、『山武
市制施行 10 周年復興植樹祭』と『いちごジョギング』
を行いました。
●『山武市制施行 10周年復興植樹祭』
　小・中学生をはじめ、親子ら 230 人が震災の復興・
砂防林の再生を目指し、心を込めてクロマツ 2,000
本を植えました。

●『いちごジョギング』
　山武市内をはじめ千葉県内からも多くの家族に参
加いただき、延べ 756 人の方々が 1.5km、3km、
5km の 3 部門に分かれ自分のペースで走りきりまし
た。
　参加した方々には山武市のおいしい苺をプレゼント
しました。日時：① 6 月 2 日㈮・16 日㈮ 9:30 ～ 11:30

　　　② 6 月 3 日㈯・17 日㈯ 9:30 ～ 11:30
場所：成東文化会館視聴覚室
対象：学校等で読み聞かせボランティアをしている方・
　　　読み聞かせに興味のある方等
内容：1 日目　本の選び方や持ち方など
　　　2 日目　読み聞かせの練習
※①②とも同じ内容です。
申込先：成東図書館　TEL：0475-80-2299

太陽光パネル（成東中学校）

太陽光発電

第４回さんむスプリング
フェスタを開催しました！

集まれ！ジュニアウインズ
（管・打楽器講習会）

初心者からの
読み聞かせ講座

市内全小中学校に太陽光発電装置を設置しています！

総発電量
CO2

総削減量KWh トン2,242,442 1,038

35,044,467 20,765

3,754,224 1,154

電気料金換算
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灯油ポリタンク
（20ℓ）総換算量円 個分

円 本分
総売電料

（ ）余剰電力のみ
売電しています
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