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　東京 2020 オリンピックの予選をかねた第 16
回WBSC世界女子ソフトボール選手権大会に向
け、イギリス代表チームが山武市内で事前キャン
プを行いました。（７月 25日～８月１日）
　県内様々な市町村が誘致に立候補する中、山武
市はイギリス代表チームを誘致することができま
した。
　キャンプ中、イギリス代表チームは市内中学生
を対象としたソフトボール教室の開催や、山武西
大木夏まつりに参加するなどし、国際交流の機会
となりました。
　市では、これらの取り組みを東京 2020 オリ
ンピックのスリランカホストタウンの受け入れに
生かしたいと考えています。

　７月 30日に成東総合運動公園野球場で開催され
たソフトボール教室では、成東東中学校、松尾中学
校から集まったソフトボール部員の皆さんが、イギ
リス代表選手やコーチに直接指導を受けました。投
球フォームをはじめ、バッティング、野手・捕手そ
れぞれの守備について教わりました。
　英語と日本語、うまく言葉が通じない中でしたが、
参加者は身振り手振りや知っている単語を使ってだ
んだんと打ち解けていき、国際的なコミュニケー
ション能力とソフトボールの本物の技術を同時に学
んだようでした。

　松尾中学校２年生　秋
あきにわ

庭有
ゆ り

里さん（写真右端）
　「私が教わった中で特に勉強になったことは、
遠くにボールを投げたいときは、高い位置でボー
ルを手から放すということです。また、ゲッツー
（一回でアウトを二つ取る難しいプレイ）のとき
はベースの上で足を滑らせて少しでも時間を短縮
するということです。
　選手たちは、私がうまくできなかったときには
ハッキリと指摘してくれ、良いプレイをしたとき
には『Great ！』と褒めてくれたので、楽しく、
わかりやすく教わることができました。」ソフトボール教室後の交流会の様子
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女子ソフトボールイギリス代表チームを山武市に誘致しました！女子ソフトボールイギリス代表チームを山武市に誘致しました！

参加者インタビュー



山武市スリランカ派遣事業

トップアスリートスポーツ教室

　７月 22日から７月 30日までの７泊９日の日程で、スリランカ民主社会主義共和国に 10名の中高生が研修に
行ってきました。スリランカの教育大臣やスポーツ大臣との懇談や、現地の学校を訪れるなどして多くの貴重な経
験を積み、一回りも二回りも成長して帰国しました。

　また、８月16日から８月23日まで、18名の中高生がニュー
ジーランドを訪れました。ニュージーランド研修については、
懸け橋12月号に掲載を予定しています。

　今年も去年に引き続き、ブラジルのサッカーチーム「オペラリオ」をお招きし、大会を通して交流を図りました。
山武市から選抜チームが参加し、本場の技を試合で体験しました。

　私はスリランカでの研修を通して多くのことに感
動し、とても貴重な体験をすることができました。
　私が抱いていたスリランカのイメージは、日本の
ような高層ビルもなく、経済が発展しているという
よりも自然が豊かな国としか考えていませんでした。
　しかし、実際に現地の文化や自然に触れたり、人々
と交流をしたりすることによって、壮大な自然や人
の温かさを直に感じました。また、他にも新鮮でお
いしい食べ物など、イメージしていなかった感動的
な出来事の連続でした。
　スリランカは想像よりもずっとすばらしい国でし
た。私は、物事はイメージのみで判断するのではなく、
多面的に考え、先入観にとらわれないことが重要だ
とこの研修を通して気付きました。

オペラリオと集合写真 激しいボールの取り合い

派遣生代表の感想



学校統合に向けて

世界ジュニアゴルフ選手権大会８位入賞！

平成30年度口腔保健週間ポスター及び
健歯児童生徒審査会入賞！

星の村キャンプ

　６月７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小学校の部で澤

さ わ や

矢桃
も も こ

子さん（大平小４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山

やまなか

中剛
つよし

さん（蓮沼小６
年）、中学校女子の部で鈴

す ず き

木歩
ほ の か

乃歌さん（成東東中３年）が２位に入賞、
中学校男子の部で宗

むなかた

像孝
こうりゅう

龍さん（山武南中３年）が３位に入賞しました。
　表彰式では、参加者から大きな拍手が送られました。

　テントの設置、カレー作り、キャンプファイヤー、きも試しといった夏らしさいっぱいの「星の村キャンプ」
が 7月 21日、22日にさんぶの森多目的広場で開催されました。
　参加した 185人の市内小学 5・6年生からは、「テントで寝るのが楽しかった」、「飯ごうでごはんを作るのを
学んだ」、「去年と比べてきも試しがスリルあるものだった」、「他の学校の子たちと仲良くなれた」、「流れ星を見
れた」、「自分の家が便利だと思った」などの声が聞かれ、普段できない貴重な経験になったようです。

　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、授業や校外学習を通じて、交
流を図りました。

松尾小学校と豊岡小学校
（２年生）・・・生き物探し
　田越地区の水路で、生
活科学習の一環として行
いました。

山武中学校と山武南中学
校（１年生）・・・フレ
ンドシップスクール
　東金青年の家で、ゲー
ムを通じての自己紹介や
飯ごう炊飯、ウォークラ
リーなどを行いました。

「松尾小学校・豊岡小学校」　「山武中学校・山武南中学校」

澤
さわや

矢　桃
ももこ

子さん
（大平小４年） 受賞作品（特別賞）

　鈴
す ず き

木めいさん（豊岡小３年）が兵庫県で開催された
PMG世界ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜大会７
～８歳女子の部で、２ラウンド、トータルスコア＋１
で優勝し、日本代表として世界大会へ出場しました。
　７月に米国カリフォルニア州サンディエゴで開催さ
れた IMGA世界ジュニアゴルフ選手権大会では、７
～８歳女子の部において、３ラウンド、トータルスコ
ア＋ 16で８位に入賞しました。
　今後ますますの活躍が期待されます。 市役所を表敬訪問した鈴木めいさんとお父さん（中央）　（６月27日）



第１３回さんむロードレース大会開催！

通学路の安全確保

教育委員会委員の退任

異文化理解出前講座

教育委員会委員の就任

（イタリア人ＡＬＴによる出前講座の様子　6月 11 日緑海小）

清
し み ず

水　新
し ん じ

次氏　（成東） 髙
たかやなぎ

柳　善
よ し え

江氏（森）渡
わたなべ

邊　礼
れ い こ

子氏　（木原）

日　　　　時　11月 25日㈰　午前７時 30分から受付
場　　　　所　蓮沼海浜公園第一駐車場
申 込 方 法　下のURL もしくは 右のQRコードでネット申込
　　　　　　　http://runnet.jp/cgi-bin/?id=199193
　　　　　　　（市内小中学生は学校から配布された申込書を使えば参加費無料！）
申 込 期 限　９月 21日㈮まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問い合わせ先　①『さんむロードレース大会』エントリーセンター  ☎ 03-3400-7602
　　　　　　　②『市ロードレース大会実行委員会』事務局　　　  ☎ 0475-80-1461

　市ではグローバル教育の推進に向け、今年も市内小学校全
校で「異文化理解教育出前講座」を実施しています。
　この講座は、「異文化のコミュニケーション能力を育む」 
「異文化を受け入れる」「異文化と自国の文化の違いを理解す
る」の３つを目的としており、低学年、中学年、高学年ごと
に児童の発達段階に応じて実施されます。
　日本と外国との文化の違いを理解し、国際感覚を養いコ
ミュニケーション能力を育てるため、イタリア、オーストラ
リア、スリランカ出身のＡＬＴと、英語を使ってゲームやク
イズをしながら３カ国の文化について学習します。
　写真は、小学校１・２年生を対象に英語でじゃんけんをし
ながら国旗のカードを交換するゲームをしている様子です。

　市では毎年、夏季休業中に地域を決めて通学路
の安全点検をしています。今年は成東地区と山武
地区、松尾小・豊岡小学区の通学路の点検を実施
しました。
　通学路の点検は各学校、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。

　６月 24日付けで清
し み ず

水新
し ん じ

次氏、渡
わたなべ

邊礼
れ い こ

子氏が教育委員会委員に
就任されました。
　任期は平成 34年６月 23日までです。

　６月 23日付けで髙
たかやなぎ

柳善
よ し え

江氏が教育委員会
委員を退任されました。
　髙柳氏には、教育委員会委員として４年間

ご尽力いただきま
した。ありがとう
ございました。

ちゅうえいと瀧上伸一郎による
お笑いコンビ
・飛騨美濃観光大使就任（岐阜
　県観光大使）
・鶏ちゃん幸せ大使就任
・2017年 THE MANZAI ビート
　たけし賞
・2013年 THE MANZAI ファイ
　ナリスト
・第14回ビートたけしのエン
　ターテインメント賞　日本芸
　能大賞を受賞

流れ星さん流れ星さん

大会スペシャルゲスト


