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　３月から改修工事を行ってきました、成東総合運動公園陸上競技場兼サッカー場が完成しました。
　走路であるトラック部分は、青色の全天候型ウレタン舗装を施しました。また、トラック内側のインフィー
ルド部分には人工芝を採用しており、サッカーやラグビーなどの競技で利用できます。その他、砲丸投げ、走
り高跳び、走り幅跳びなどの各種競技にも対応できるよう整備しました。

【市民体育祭が開催されました！】
　10月８日、改修工事が終了した成東総合運動公園陸
上競技場兼サッカー場で「第11回山武市民体育祭」が
開催されました。市内の各地区を代表する選手たちが
熱戦を繰り広げた結果、蓮沼支部が優勝を飾りました。
　また、ココリコ遠藤さんをはじめとするよしもと芸
人の皆さんがゲストで登場し、お笑いライブの開催や、
玉入れ競技に参加するなど会場を沸かせました。

≪結果発表≫
優　勝　　蓮沼支部
準優勝　　松尾支部
３　位　　大平支部

〈ココリコ遠藤さんからのコメント〉
　楽しい時間ありがとうございました！
また山武市にお邪魔します。これからもよろしくお願いします。
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優勝した蓮沼支部の皆さん

よしもと芸人の皆さん



　10 月 16 日から 23 日までの８日間、スリランカか
ら 2名の研修生と 1名の先生が山武市を訪れました。
　研修生は、さんぶの森弓道場で弓道を、歴史民俗資料
館伊藤左千夫生家で、茶道と着付けを体験し、山武市の
歴史や日本の文化に触れました。
　また、蓮沼中学校では生徒と一緒に授業に参加するな
ど多くの体験をしました。
　ホームステイ先では日本とスリランカとの文化の違い
に驚いていましたが、ホストファミリーに支えられ、楽
しく、充実した時間を送ることができたようです。
　なお、研修生はスリランカを代表する三段跳びの選手
で 2020 年に開催される東京オリンピックへの出場が
大いに期待されています。

　外国語体験活動は、外国語に慣れ親しむことを目的と
した事業です。今回、児童たちは昼休みに、ゲームやク
イズ、ダンスを英語で行う事業に参加しました。今後も
小学校での外国語体験活動を充実させ、外国語に触れる
機会を増やすことによりスムーズに英語学習に取り組め
るようにしていく予定です。

歓迎セレモニー さんぶの森弓道場にて

英語を使ったゲームの様子
（南郷小学校　10月５日）

海外派遣研修の報告をしました！

小学校教員のための
指導力向上研修を実施しました

スリランカ研修生が
山武市を訪問しました！

外国語体験活動
（小学校英語教室）について

英語を使ったダンスの様子

　第 11回山武市生涯学習振興大会を成東文化会館のぎ
くプラザにて開催しました。
　大会では、夏休みにニュージーランド及びスリランカ
派遣研修へ参加した研修生からそれぞれ２名が代表して
研修の報告をしました。
　研修生たちは、たくさんの経験を通して、文化の違い
など多くのことを学び、また現地の環境に触れたことで
生活や言語に対する意識が変わり、ますます海外に対す
る関心が高まったようです。

  平成 32年度から学習指導要領が変わります。小学校
３，４年生で「外国語活動」、　５，６年生で「外国語科」
が始まります。
　それに伴い教員の英語指導力向上を狙った研修を実施
しました。22名が参加し、授業の進め方やデモレッス
ンなどを体験し、充実した研修となりました。

ニュージーランド研修報告

指導力向上研修の様子
（市役所会議室　８月８日）

スリランカ研修報告
（成東文化会館のぎくプラザホール　10月27日）

　市教育委員会では、初の試みとして「ダンス発表会」
を開催しました。市内19校全ての小・中学校が参加し
ました。
　550 名を越える児童・生徒が７つのグループに分か
れダンスを披露し、多数の保護者の方にも参観していた
だき大盛況となりました。

ダンス発表会の様子（さんぶの森中央体育館　11月１日）

「ダンス発表会」を開催しました！

　平成 29 年市議会第３回定例会において、山武市教育
委員会委員の小野﨑　一男氏が、議会の同意を得て再任
されました。
　任期は平成 33 年 9月7日までです。
　なお、９月８日付けで教育長から教育長職務代理者と
して指名されました。

小
お の ざ き

野﨑　一
か ず お

男 氏
（松尾町田越）

教育委員会委員の再任



（注）上記の仏画４点は、一般公開はしておりません。
問い合わせ先：歴史民俗資料館　☎ 0475（53）3023（FAXも同じ）

総合教育会議を
開催しました

学校統合に向けて
　「松尾小学校・豊岡小学校」「山武中学校・山武南中学校」
　統合校の交流事業を進めています

　10 月 11 日に「第１回山武市
総合教育会議」を開催し、松尾小
学校の施設整備について会議を行
いました。
　今後も総合教育会議において、
市長と教育委員会が意思疎通を図
り、教育施策推進のため事務の調
整を行っていきます。

　平成 31年 4月の新校開校に向け、統合後の学校生活が円滑に始められる
よう、校外学習や部活動を通じて交流を進めています。

　山武中学校と山武南中学校では、部活動の交流をしています。すでに一部
の部活動については、合同チームで練習したり、大会に出場したりしていま
すが、他の部活動でも交流が進んでいます。今後は、行事を通した交流事業
も予定しています。

ザリガニ見つけたよ！

　光
こうみょうじ

明寺（富田 1715番地）にある仏画４点が、９月 21日付けで市指定文化財として指定を受けました。
これら、仏画４点についてご紹介します。

仏画４点が文化財に指定されました！

「生き物探し」…生活科学習の一環として、松尾
小・豊岡小の児童が一緒になって生き物探しを
しました。
　事業を通して、子どもたちの交流が深まりま
した。
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　伝教大師は、最
さいちょう

澄とい
う名前の僧で、奈良時代
から平安時代に活躍しま
した。唐に渡り天台宗に
ついて学び、日本天台宗
を創始し、各地で布教・
伝道しました。　　
　この仏画の制作年代
は、江戸時代初期と言わ
れています。

　亮運は、光明寺が所在
する富田地区の中村家の
出身。光明寺で出家・得
度。上野寛永寺 ( 徳川将
軍家菩提寺 ) の学頭を始
め、3代将軍家光の宗教
政策のブレーンとして活
躍しました。
　この絵画の制作年代
は、江戸時代初期と言わ
れています。

　阿弥陀如来三尊は、阿
弥陀如来・勢

せ い し ぼ さ つ

至菩薩・
観
かんのん

音菩薩からなり、臨終
の時に極楽浄土から迎え
に来てくれる仏です。
　この絵画の制作年代
は、室町時代と言われて
います。

　天台大師は、智
ち ぎ

顗とい
う名前の僧で、中国の
魏
ぎしん

晋南北朝時代に活躍し
た天台宗の開祖です。
　この仏画の制作年代
は、室町時代後期と言わ
れています。



　市教育委員会では職員を対象に消火訓練及び伝達訓練を実
施しました。
　山武郡市広域行政組合消防本部東消防署の方に防火管理に
関する講話をしていただき、成東文化会館のぎくプラザ広場
にて、模擬消火器を使った消火訓練を行いました。
また、震度６強の地震
を想定した被害状況の
伝達訓練を実施しまし
た。
　訓練を通して、防災
に対する危機管理意識
向上を図りました。

　山武郡市内 3市 3町の代表選
手が一般の部・シニアの部・ファ
ミリーの部に分かれてユニカー
ル、ボッチャの腕前を競い合い
ました。
　

　山武市代表選手の皆
さんは、各部門で優勝
から３位までに入賞し、
表彰を受けました。

　世界の食文化を紹介し、食に対する興味の増進を図るため
に、異文化理解・国際教育の一助として学校給食では、２学期か
ら新たに「オリ・パラメニュー」の提供を始めました。
　１回目は9月に韓国の料理、２回目は10月にフランスの料理を
提供しました。今後も、スリランカやオーストラリアなどいろい
ろな国の料理を提供してまいります。
　毎日の給食は教育委員会ホームページで、写
真付きでご覧になれます。その日、子どもたちが
食べた給食をぜひご覧ください。
URL　http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/35/

９月のメニュー：ごはん、チヂミ、テ
ジプルコギ、梨入りスジョンガ、牛乳

給食に新しいメニューが加わりました！

　鳴浜小学校と韓国半月初等学校との国際交流は、平成元年
に始まりました。当時のＰＴＡで韓国との交流についての話があ
り、交流を始めたことがきっかけです。
　平成３年には、鳴浜小学校と半月初等学校との間で結縁式が
行われました。この年を国際交流１年目としています。
　今年も８月に、韓国の児童、生徒が来日し、鳴浜小学校体育
館でテコンドーの演技を披露していただきました。13名の児童、
生徒が、日頃から練習で鍛えたいろいろな技を６分間に渡り披
露し、山武市を訪れた子どもたちの中には東京オリンピックの
候補者もいるというお話でした。

　見学に来た児童や保
護者をはじめ、たくさん
の方々がテコンドーの演
技に魅了されました。

　さんぶの森公園にて「収穫
体験会」を開催しました。
　公園内の畑で栽培したサ
ツマイモと落花生の収穫体
験ができる、市民の方を対
象とした催しです。
　当日は悪天候にも関わら
ず市内134人が参加、みな
さん土と戯れながら、楽しく
収穫を体験されていました。

韓国の児童、生徒によるテコンドー披露

収穫体験会を開催しました！

スポ・レク山武2017を開催しました！

「プルコギ」は、下味をつけた肉と、野菜を炒
めた料理です。
「スジョンガ」は、韓国で食後に飲まれるお
茶の一種で、伝統的な飲み物です。シナモン
や干し柿を入れて作ります。今回は、梨などの
果物を入れて、フルーツポンチ風にしました。

　障がいのある方も、無い方も一緒に楽
しめるキッズボッチャ大会を開催します。
　当日は、全国大会レベルの選手の方に
もゲストとして参加していただく予定で
す。興味のある方は奮ってご参加ください。
　期日：平成 30 年 2月18日 (日 )
　会場：蓮沼スポーツプラザ

対象：小学生
※その他、申込方法など詳細は
学校で配布されるチラシやホーム
ページからご確認ください。
問い合わせ先：教育総務課
（☎ 0475-80-1432）

災害時初動対応訓練を実施しました

キッズボッチャ大会開催のお知らせ

（成東文化会館のぎくプラザ広場　９月27日）

テコンドー演技披露
（鳴浜小学校体育館
　　　　８月25日）

新春ふれあい囲碁大会
　年齢、性別、国籍を問わず、誰もが遊びながら
ふれあえる囲碁大会を開催します。ルールを知ら
なくても大丈夫です。子どもも大人もふるってご
参加ください（参加無料）。
日時：平成 30年１月 14日（日）
　　　14：00～ 15：30（開場 13：45）
会場：さんぶの森文化ホール
定員：50人（申込先着順）
　申し込み・問い合わせ先：さんぶの森図書館
　　　　　　　　　　　（☎ 0475-80-9101）

選手による講演

ユニカールの様子

山武市代表選手の皆さん

（さんぶの森公園　10月７日）韓国の料理

わっ
大きなおいも！

消火訓練の様子


