教育委員会
だより
島から世界へ

三高小学校屋内運動場

耐震補強工事が完了

…
From the island to the world

新教育長・教育委員
が決まる

11

安心・安全な教育環境を整

日にかけ

10 28

江田島小学校の児童２人が
「子ども司書」に認証

問生涯学習課

☎（４０）３０３７

江田島市では、「江田島市

江田島市スポーツ推進
計画を策定

た 児 童 は、
「カウンターで挨

前教育長の塚田秀也氏の任

日～平成 年３月

29

新教育長決まる

読書の楽しさやすばらしさ

拶することによって、利用者

期満了に伴い、教育長に御堂

55

備するため、平成 年６月

を 広 め る た め に、
「子ども司

が安心して本を借りること

スポーツ推進計画」の策定を

書」養成講座を受講した江田

て三高小学校屋内運動場の耐

ができることを学びました。」

を行いました。

岡健氏（ 歳）が任命されま

島小学校６年生の２人の児童

御堂岡教育長の任期は、４

条に基づいて、江田島市

10

本計画は、スポーツ基本法

第

のスポーツ推進に関する計画

明るいＬＥＤ照明を設置す

るなど、児童が安心して利用

を策定するもので、次のよう

な性格を有しています。

できるような工夫を凝らして

います。
▼国のスポーツ基本計画、広

島県スポーツ推進計画を受け、

※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/

江田島市におけるスポーツ推

進の指針となるものです。

▼江田島市の総合計画に基づ

くとともに、関連計画との整

合を図りながら、本市のス

ポーツ推進に係る具体的な取

り組みを示すものです。

▼市民一人一人、スポーツ団

体、地域、行政などにおいて、

年

38

スポーツ活動の基本的な指針

～

29

となるものです。

計画期間は、平成

年間とします。

10

行いました。

ども司書」に認証されました。 「 子 ど も 司 書 に 認 証 さ れ て よ

月１日から平成 年３月 日

31

震補強および大規模改修工事

かったです。これからも本を

までの３年間です。

32

と 振 り 返 り、 認 定 証 を 手 に、 した。

講座では、年間を通じて市

読んで、積極的に活動に取り

48

が、
広島県教育委員会から
「子

立図書館で講義や実地研修を

組 み た い で す。
」と話してい

年度も、小学校高学年を

受 け、 学 ん だ こ と を も と に、

対象に、講座を開催する予定

教育委員決まる

柳川政憲氏（ 歳）が再任

されました。

31

柳川委員の任期は、４月１

日から平成 年３月 日まで

33

29

ました。

江田島小・６年

学校で他の児童に読み聞かせ

宮本 留佳

を行うなどの活動をしてきま

江田島小・６年

度の

■大柿公民館 ☎（５７）３００９
市民ギャラリー『塚迫和寿絵画（ペ
ン画）展』
内容 鉛筆一本から生み出される妙
技。大柿町柿浦在住の塚迫和寿さ
んのペン画展・二回目です。繊細
でみずみずしい超リアルなペン画
の世界をご堪能ください。
期間 ４月１日㈯～ 30日㈰まで

平成30年江田島市成人式を、平成30年１月７日㈰、沖美ふれあいセンターで開催予定です。この成人式の企
画・運営に携わる運営委員を募集しています。詳しくは生涯学習課☎（４０）３０３７までお問い合わせください。
▶平成30年成人式対象者
（平成９年４月２日～平成10年４月１日の間に生まれた方で、江田島市在住または出身の方）
▶平成31年成人式対象者
（平成10年４月２日～平成11年４月１日の間に生まれた方で、江田島市在住または出身の方）で、運営委員と
して継続して活動できる方
平成29年4月

内藤 真友

参加費 年間１, ０００円/人
対象 高校生以上
定員 20人～ 30人程度
申込期限 4月30日まで（平日午前
９時～午後５時の間、電話で受付）
▶催しその２
沖美写真教室
内容 沖美地区を中心に、未来へつ
なげる写真を撮影する教室。実習
と講義の両方で、風景写真を主に
学んでいきます。
日時 原則、毎月第２木曜日
午後１時30分～３時30分
会場 沖美ふれあいセンターほか野外
講師 麻生祥代さん、藤井佳枝さん
参加費 年間１, ０００円/人
対象 高校生以上
定員 20人※定員になり次第締切
申込期限 4月30日まで（平日午前
９時～午後５時の間、電話で受付）

本計画は、市ホームページ

■沖美公民館 ☎（４７）１０００
▶催しその１
バードウォッチング教室
内容 江田島に暮らす野鳥を観察
し、ふるさとの自然を学ぶ講座で
す。市内各地で野鳥観察を行いま
す。また、野鳥写真教室を不定期
に開講、野鳥写真展を年２回開催
します。
日時 原則、奇数月の第３または第
４日曜日 午前９時～ 11時30分
（年間６回の定期開講）７月、12
月は日程が変更となります。
講師 滝田一郎（環境省登録環境カ
ウンセラー）他

学校名（学年）

の４年間です。

参加費 ８００円
申込期限 ４月６日㈭
▶催しその２
「アイディア・スカーフ」作り講座
内容 古布を使って、
ちょっと変わっ
たスカーフを手作りしましょう。
日時 ４月27日㈭
午後１時30分～４時
準備物 針・ハサミなど基本的な裁
縫道具
参加費 材料費８００円（材料はこ
ちらで用意します）
定員 10人※定員になり次第締切
申込期限 ４月20日㈭

氏名

です。

江田島写真教室×カメッ子サークル写真展
初心者からベテランまで、江田島市で活動
中の２つのグループによる写真作品約50点を
展示します。一瞬を切り撮った写真から見え
る形のないもの。笑い声、温もり、きらめき、
感動、そして物語。たくさんの一瞬を、たく
さんの物語を、ぜひご覧ください。
展示期間 ４月１日㈯～４月30日㈰
※開館時間は午前９時30分～午後４時30分
(火・祝除く)

江田島市成人式運営委員を募集しています 募集期限：４月 21 日㈮

 広報えたじま

認証された児童（敬称略）

で閲覧できます。

■中町公民館 ☎（４５）５１２３
▶催しその１
「八朔のマーマレード」作り講座
内容 今年もおいしい八朔マーマ
レードを作ろう！！
日時 ４月10日㈪ 午前９時～正午
講師 柳田政見さん
定員 15人※定員になり次第締切

写真

■江田島公民館☎（４２）００１５
▶催しその１
七宝焼体験講座
内容 初めての方も七宝焼作りに挑
戦してみませんか。
日時 ４月13日㈭午後１時～３時
講師 角川佳寿子さん
参加費 １, ０００円（材料費）
対象 初心者の方も参加できます。
準備物 ハンドタオル
定員 ８人
申込期限 ４月10日㈪まで
▶催しその２
江田島市高齢者大学記念講演会
日時 ４月14日㈮
午前10時30分～正午
場所 江田島公民館大ホール
内容 戦艦大和に関わる歴史と現状
について
講師 大和ミュージアム館長
戸髙一成さん
参加費 無料
対象 どなたでも参加できます
▶催しその３
子どもの日お菓子作り講座
内容 子どもの日お祝いのお菓子作
りに挑戦しませんか。
日時 ４月18日㈫午前10時～
講師 久保文子さん
参加費 ６００円（材料費）
対象 どなたでも参加できます
定員 ８人
申込期限 ４月13日㈭まで

学びの館 市民ギャラリー ４ 月

した。

※記載がない場合、開催場所は各館
※電話で各公民館に申し込んでください

「子ども司書」に認証され

公 民 館 の催し案内

広報えたじま

平成29年4月



