教育委員会
だより

キャリア・スタート・ウィークを実施

島から世界へ

平成 年度学力向上推進地域 家庭教育支援アドバイザーを配置

29

…
From the island to the world

広報えたじま
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～大柿中学校区（大柿中学校・大古小学校・柿浦小学校）～

※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/

21

日㈮まで～

今 年 度、 大 柿 中 学 校 区 は、 家庭学習の充実を図る取り組

みをしており、家庭教育支援

小・中学校を巡回し、児童・

広島県教育委員会から「平成

指定を受け、小・中学校が連

生徒の学習環境を整えるため

アドバイザーが校区の３校の

携して児童・生徒の学力向上

に、保護者への働きかけや具

年度学力向上推進地域」の

に向けた取り組みを進めてい

▶催しその４
ふる里、江田島探検隊④
内容 『江田島ってどんなとこ？』
寺脇さんのブログや「江田島市の
文化財」などの資料から、江田島
▶催しその２
町の風景や文化財を探索します。
一般カヌー体験教室
日時 ８月23日㈬午前10時～
内容 「カヌー教室」の成人版です。 申込期限 ８月10日㈭

～期間は８月 日㈪から

今年度のキャッチコピー

味わおう！
仕事の厳しさ
喜びを

４００字詰め原

体的な支援を行っています。

▼作文部門

稿 用 紙（ Ｂ ４） を 使 用 し、

るところです。

この事業では、学習内容を

29

市内の中学２年生（１３６

人）を対象に、職場体験学習

を実施します。

生徒にとって、
「学ぶこと」

年目

12

「働くこと」
「生きること」な

どについて考える大きな学習

の機会となり、今年で

になります。

事業所をはじめ、地域・保

習得させる工夫と、学習習慣・

人権に関する作品募集

問生涯学習課

☎（４０）３０３７

小学生は３枚以内、中学生

▼ポスター部門 小学生は４

教育委員会では、市内に住

に関する作文・ポスターを募

つ切りまたは８つ切り画用

は５枚以内とします。

集しています。入賞した作品

紙（ 色 画 用 紙 も 使 用 可 能 ）
、

む小・中学生から広く「人権」

は、 月に開催するヒューマ

入賞者は各学校に通

中学生は４つ切り画用紙と

12

します。

その他

ンフェスタ江田島で表彰しま

す。

応募資格 市内に住む小・中

29 15

知し、市広報紙やホーム

▶催しその３
江田島！海軍カレー研究会④
内容 金曜日はカレーの日。海軍カ
レーレシピでカレーを作ります。
今回は、護衛艦「うみぎり」の季
節カレーを作りましょう。
日時 ８月18日㈮午前９時～
申込期限 ８月10日㈭

学生

▶催しその２
音楽広場
内容 ウクレレの音色で夏を感じな
がら、涼やかに過ごしましょう。
日時 ８月４日㈮午前10時～
講師 高杉庄次さん、高岡和彦さんほか

ペ ー ジ な ど に 掲 載 し ま す。

■沖美公民館 ☎（４７）１０００
▶催しその１
Ｊｒカヌー教室
内容 海ならではのアウトドア体験！
海から見よう「ふるさとの海」
日時 ８月20日㈰、９月10日㈰午前
９時～（１回のみの参加も可能です）
場所 長瀬海岸集合（艇庫前）
講師 江田島カヌークラブ
対象 小・中学生。小学校低学年の
場合は保護者同伴。２人乗りを希
望する場合は申し込み時にお知ら
せください。
準備物 長袖シャツ、帽子、濡れて
もよい靴（つま先が隠れるもの）、
タオル、着替え、飲み物
参加費 １人１回１, ５００円
定員 各回20人
申込期限 各開催日の一週間前まで

■大柿公民館 ☎（５７）３００９
▶催しその１
戦争体験を語ろう！！
内容 戦争時の様子や原子爆弾投下時
の状況など、当時、比治山中学の生徒
だった語り部が被爆体験と平和への
願いを語ります。後世に伝えるべき命
の尊厳を一緒に考えてみましょう。
日時 ８月２日㈬午前10時～

応募期限 ９月 日㈮

平成29年8月

■鷲部公民館 ☎（４２）０５５４
ガマスリッパのリボン作り講座
内容 夏用のガマスリッパのリボン
作りに挑戦してみませんか。
日時 ８月10日㈭午前10時～正午
講師 光村優子さん
準備物 持ち帰り用の袋
参加費 ８００円
定員 ８人
申込期限 ８月８日㈫

また、人権啓発資料として

25 広報えたじま

▶催しその２
二胡とピアノ生演奏会
内容 楽器の生演奏で、懐かしの名
曲を一緒に楽しみませんか！
日時 ８月30日㈬
午前10時30分～ 11時30分
講師 ぷんだ るりーか
（海谷真貴子さん、三上明美さん）
対象 どなたでも参加できます。
参加費 無料

興味はあるけどやったことがない
という方、お待ちしています。
日時 ８月11日㈷午前９時～正午
場所 長瀬海岸集合（艇庫前）
講師 江田島カヌークラブ
準備物 長袖シャツ、帽子、濡れて
もよい靴（つま先が隠れるもの）、
タオル、着替え、飲み物
参加費 １人１回３, ０００円
対象 成人（男女問わず）。２人乗
りを希望する場合は申し込み時に
お知らせください。
定員 20人
申込期限 ８月４日㈮

対象作品 平成 年４月１日

■江田島公民館☎（４２）００１５
▶催しその１
夏休み親子料理講座
内容 親子で『クレープ』作りに挑
戦しよう。
日時 ８月23日㈬午前10時～正午
講師 久保文子さん
対象 小学生を対象とし、原則親子
での参加です。
準備物 エプロン
参加費 ５００円（親子での参加費）

定員 ６組（12人）
申込期限 ８月16日㈬

市民啓発に活用します。

▶催しその３
発泡スチロールを使った「可愛い壁
掛け」
内容 発泡スチロールと古布の端切
れで、壁掛けを作ります。古布の
組み合わせの美しさが際立つ、素
敵なインテリアになりますよ。
日時 ９月９日㈯午前10時から正午
講師 久保田明美さん
対象 小学５・６年生から大人
参加費 ５００円
定員 10人
持参物 おしぼり
申込期限 ９月１日㈮

期間 ８月２日㈬～８月27日㈰
※開館時間は午前９時30分～午後４時30分
(火・祝除く)

以降の作品で未発表のもの

▶催しその２
うつわを作る冒険－「わたしのうつ
わ」を作ろう－
内容 江田島産の牡蠣の殻を使った
陶芸作品「江田島焼」を作ります。
自然の素材の温かみに触れながら、
自分だけのオリジナル作品を作っ
てみませんか。
日時 ８月19日㈯午前10時から正午
講師 沖山努さん
対象 どなたでも参加できます。
（小学３年生以下は保護者同伴）
材料費 １, ０００円
定員 10人
持参物 タオル（手拭き用）
申込期限 ８月14日㈪
※作品は一度沖山さんが持ち帰り焼
きあげた物を、後日学びの館にて
受け渡しします。

地元モデラーの模型展
江田島町切串在住の奥本剛さんが作った、
ペーパークラフト・プラモデル模型の展示で
す。戦艦模型やジブリ映画に登場する建物な
ど、さまざまな作品約100点をご覧いただけ
ます。ぜひ立体の世界をご堪能ください。

最優秀賞
大柿中学校２年
山下瑠唯さんの作品

■学びの館☎（４２）１１４５
▶催しその１
久枝家に伝わる句絵巻“紅葉狩”を
詠み解こう
内容 企画展「久枝家に伝わる句絵
巻 紅葉狩 縁起展」（９月１日
～）に合わせて解説講座を行いま
す。明治時代の南画の重鎮,田中
柏陰が描いたとされる句絵巻を詠
み解き、久枝家との交流の足跡を
辿ってみませんか。
日時 ９月２日㈯午前10時から11時
講師 宇根川進さん（江田島市文化
財保護委員会委員長）
参加費 無料
定員 15人
申込期限 ９月１日㈮

学びの館 市民ギャラリー ８ 月

護者の皆さまのご理解とご協

※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

力をお願いします。

公 民 館 の催し案内

平成29年8月 24

