◆広島県立教育センター

「体罰・セクハラ等相談ダイヤル」
専用電話☎０８２（４２７）３０７６
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From the island to the world

※江田島市教育委員会のホームページアドレス
http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/
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平成 年度野生生物保護功労者表彰
 ～林野庁長官感謝状授与～ 切串小学校
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に行動したことを地域や後輩

す。平成 年から学校林にあ

表彰」において、林野庁長官

の少年団」（昭和 年結成）

る「古鷹山ビオトープ」の観

から感謝状を授与されました。
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察活動を行い、そこに生息す
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「体罰、セクシュアル・ハラスメント相談窓口」
専用電話☎０８２（５１３）４９１７
☎０８２（５１３）４９１８
☎０８２（５１３）４９１９

教育委員会

会学校教育課では、お子さん
の就学や教育に関する悩みな
ど、随時相談を受け付けてい
ます。
ご相談がありましたら、ま
ずは電話でご連絡ください。

体罰、セクシュアル・ハラスメント相談窓口
を設置してい ま す

江田島市教育委員会・広島
県教育委員会では、「体罰、
セクシュアル・ハラスメント
相談窓口」を設置しています。
また、各学校においても、
体罰・セクシュアル・ハラス
メント相談窓口を設置してい
ます。
併せて、江田島市教育委員

◆広島県教育委員会事務局 教職員課

今後も引き続き学校全体で
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〒737-2213 江田島市大柿町大原５３５番地２
（大柿公民館内）☎（４０）３０３６
※女性の担当者に相談したい場合は、その旨お申し
出下さい。

る絶滅危惧種「ベニイトトン
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◆江田島市教育委員会事務局 学校教育課

５月８日㈰に、大柿中学校
生徒会が、マックスバリュ大
柿店、藤三大柿店および藤三
江田島ショッピングセンター
の各店頭で募金活動を実施し
ました。この活動で集まった
募金は、中国新聞社事業団を
通じて寄付しました。
また、４月 日㈯にも能美
中学校生徒会が、熊本地震に
おける被災地支援のための募
金活動を校内で実施しました。
この活動で集まった募金は、
後日、日本赤十字社に寄付す
る予定です。

■沖美公民館 ☎（４７）１０００
▶催しその１
野鳥の写真展
内容 環境月間に合わせて、江田島
にいる野鳥の写真展開催。公民館
のバードウォッチング教室参加者
の力作をご覧ください。
日時 ６月１日㈬～６月30日㈭
休日は図書館休館日に準じます。
会場 江田島図書館ロビー
▶催しその２
沖美写真教室③
内容 沖美の風景を写真に収めて未
来へつなげよう。年間講座ですが、
まだ定員に余裕があります。
日時 ６月30日㈭
午後１時30分～３時30分
場所 沖美ふれあいセンター
講師 麻生祥代さん（写真家）
■中町公民館 ☎（４５）５１２３
準備物 カメラ
■江田島公民館☎（４２）００１５
▶催しその１
参加費 年間６００円
▶催しその１
わらいヨガ講座
対象 成人
しつけと金銭教育講座
内容 緑が目にまぶしいこの季節、 定員 10人※定員になり次第締切
内容 現在子育中のお父さん、お母
心も体も笑いヨガで健康になりま
申込期限 ６月28日㈫
さん、幼少期のしつけと金銭教育
しょう。
▶催しその３
について学びませんか。
日時 ６月４日㈯午後１時30分～
バードウォッチング入門教室②
日時 ６月14日㈫
場所 鹿川公民館研修室
内容 「ツバメ博士になろう！」今
午前10時15分～11時30分
講師 田中隆子さん
回は、小学生と大人が一緒にツバ
講師 松岡邦泰さん（金融広報アド
準備物 運動できる服装、お茶、タ
メを観察します。
バイザー）
オル
日時 ７月３日㈰午前９時～正午
参加費 無料
参加費 無料
講師 滝田一郎さん（沖美公民館職員）
対象 どなたでも参加できます。
対象 どなたでも参加できます。
準備物 双眼鏡、図鑑など
定員 20人
定員 30人
参加費 年間300円※この回だけ参
申込期限 ６月10日㈮
申込期限 ６月３日㈮
加児童は20円（保険代）
▶催しその２
▶催しその２
対象 成人・小学生
健康ボディメイク講座
健康ボディメイク教室
定員 20人
内容 健康維持のため、若さを取りも
申込期限 ６月28日㈫
どそう。さあ今日から始めませんか。 内容 自宅でできる簡単ストレッチ
法を教えます。からだの歪みを調整
▶催しその４
日時 ６月23日㈭
し、健康ボディを目指しましょう！
高齢者大学「ふれあい大学」ハーモ
午後１時30分～２時30分
日時 ６月16日㈭午後１時30分～
ニカ教室
講師 林田優子さん
内容 ふれあい大学の新設科として
準備物 運動のできる服装、タオル、 講師 林田優子さん
準備物 運動できる服装・タオル・
ハーモニカを開講します。
飲み物
飲み物
日時 ６月15日㈬～毎月第１、第３
参加費 無料
参加費 無料
㈬午後１時30分～３時30分
対象 どなたでも参加できます。
対象 どなたでも参加できます。
場所 沖美ふれあいセンター
申込期限 ６月16日㈭まで
定員 30人
講師 久岡 數史さん
▶催しその３
申込期限 ６月13日㈪
準備物 ハーモニカ
料理講座
▶催しその３
参加費 無料。ただしハーモニカ・
内容 簡単！ひんやりスイーツを作ろう！
簡単おいしい！しそジュース作り教室
教本は受講生が用意
日時 ６月21日㈫午前10時30分～正午
内容 子どもでもおいしく飲める栄
対象 おおむね60歳以上
講師 久保 文子さん
養満点のしその葉を使ったジュー
申込期限 随時受け付け
準備物 エプロン

※パワー・ハラスメントに関する相談も受け付けてい
ます。

取り組むこととしています。

■大柿公民館 ☎（５７）３００９
▶催しその１
江田島体験隊！ ～ハーブ摘み～
内容 カモミール・ミント・オレガ
ノなどフレッシュハーブでハーブ
ティーを楽しみます。
日時 ６月14日㈫午前10時～
参加費 無料
定員 10人※定員になり次第締切
申込期限 6月８日㈬
▶催しその２
オカリナ（全6回）
内容 アルトオカリナでの演奏を楽
しみます。
日時 ６月24日、７月１日、８日、
15日、22日、29日いずれも㈮
午前10時～11時30分
講師 西由輝子さん
受講料 １,０００円
申込期限 6月10日㈮

体罰、セクシュアル・ハラスメント
相談窓口および教育相談窓口

ボ」や水草などの保護活動を

■学びの館☎（４２）１１４５
▶催しその１
市民ギャラリー 登地靖徳とゆかい
な仲間達 ペンテルの会
絵画（油彩・水彩）作品を約20
点展示します。色彩豊かな絵画をぜ
ひご覧ください。
期間 開催中～６月26日㈰
※開館時間は午前９時30分～午後
４時30分(火・祝除く)
▶催しその２
和風バスケットを作ろう
着物の端切れを方眼紙に貼って、
バスケットを作ります。和布ならで
はの質感、色や柄を楽しみましょう。
日時 ６月25日㈯午前10時～正午
講師 出石邦子さん
定員 10人
材料費 ３００円
申込期限 ６月20日㈪

ス作りです。
日時 ７月２日㈯午前９時30分～
講師 柳田政見さん
参加費 ２００円
対象 小学生以上
申込期限 ６月30日㈭

進めています。

※記載がない場合、開催場所は各館
※各公民館に申し込んでください

参加費 ４００円
対象 どなたでも参加できます。
定員 ８人
申込期限 ６月14日㈫まで

公 民 館 の催し案内

平成28年6月

⑳

