だより
人が参

組みの成果を披露し合いまし

加し、英語学習の日頃の取り

中学校から代表生徒

教育委員会
令和２年度江田島 市
中学校英語暗唱大 会

島から世界へ

冬休み中の学習保障
の取り組み

⋮
Fromtheislandtotheworld

夏休み期間中は、学習保障

広島日野自動車㈱か
ら蝶の標本を寄贈し
ていただきました

大会では、英語の教科書を
社創業

新型コロナウイルス感染症対

た。

育館において、令和２年度江
暗 唱 し 発 表 す る 暗 唱 部 門 と、

蝶の標本８箱を寄贈していた

策を最大限に行いながら、学

日㈯、能美中学校体

田島市中学校英語暗唱大会が
英語で意見発表をするスピー
だきました。

月

実施されました。
チ部門について発音やイント

寄贈していただいた蝶の標

今後も可能な限り、学習保

障に努めるため、冬休み期間

日 ㈮ と、

教育活動などで児童のために

日 ㈭・
24

25

「広報えたじま」に広告を掲載しませんか？

広告の大きさなど

１枠縦46㎜×横170㎜・黒１色

願いします。

広告の掲載位置

原則「お知らせ」ページの下部

（掲載位置は指定できません）

問 企画振興課☎（43）1630

引き続きご理解とご協力をお

これらの取り組みについて、

実させていきます。

授業を実施し、学習指導を充

１月５日㈫・６日㈬の４日間、

月

中の
す。

有効に活用させていただきま

本は、市内の小学校へ回覧し、

習指導を行ってきました。

周 年 の 記 念 と し て、 ただき、これまで各学校では、

のための授業実施にご協力い

今年度は、新型コロナウイ
ネーション、表現などの視点

広島日野自動車㈱から、同

ルス感染症に配慮しながらの
で審査が行われました。

75

▶寄贈された蝶の標本

12

広告を募集しています

令和２年12月 28
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すのでご了承ください。

17

開催となりましたが、市内各

▲受賞した生徒

問 生涯学習課☎（４３）１９０２

江田島市成人式

10

21

▶一般生徒スピーチ部門 優秀賞
三年 大柿中学校 稲垣凜々那
▶帰国生徒スピーチ部門 優秀賞
一年 三高中学校 アルカシド アセンシ
スタ ヤト サチャリーヤ ラシーダ
一位
沖山美涼
尾崎心優
猿渡結奈
▶一般生徒暗唱部門
一年 江田島中学校
二年 能美中学校
三年 江田島中学校

http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/
江田島市教育委員会ホームページ

日時 令和３年 1 月 1 0 日㈰ 午後 １ 時 開式
会場 大古小学校体育館（大柿町大原）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場が変更となりました。

対象 平成12年４月２日～平成13年４月１日 生まれで、原則市内に

は出席できます。

在住の方。但し、市外在住者でも、本市出身など関係のある方

案内 出席を希望される方や、まだ案内状が届いていない方はご連絡

ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、変更の場合もありま

学び

のひ ろば

※記載がない場合、開催場所は各館
※電話で各施設に申し込んでください
■学びの館
☎（42）1145
しめ縄ワークショップ
ドライフラワーを使って、リースの
ような可愛いしめ縄を作ります。
日時 12月13日㈰午前10時～正午
場所 江田島市民センター別館
講師 田口麻耶さん
対象 どなたでも（小学3年生以下は
保護者同伴）
参加費 2,500円
定員 20人
申込期限 12月６日㈰
■江田島市民センター別館
☎（42）0015
正月用リース作り講座
お正月にぴったりのオリジナルリー
ス作りに挑戦してみませんか！
日時 12月24日㈭午後１時～３時
講師 林田優子さん
対象 どなたでも参加できます
参加費 1,800円
定員 15人
準備物 紙皿（のりを入れるもの）、
グルーガン（持っている人のみ）
申込期限 12月11日㈮

対象 どなたでも参加できます
参加費 1,000円
定員 15人
■能美市民センター ☎（40）2777
▶催し その１
カラーセラピー講座
色の好みによって人間の感情・欲
求・パーソナリティーを分析する『色
彩心理テスト』の考えを、童話などを
交えて紹介します。
日時 12月12日㈯
午後１時30分～３時30分
講師 May Tellさん
参加費 無料
定員 15人
申込期限 12月11日㈮
▶催し その２
ビーズ手芸を楽しもう！
ビーズでかわいいアクセサリーやス
トラップを作りましょう。
日時 12月19日㈯
午後１時30分～３時30分
講師 大柿サタデースマイルクラブ
準備物 はさみ
参加費 200円～500円（作るものに
よって変わります）
申込期限 12月16日㈬

▶催し その３
英語でクリスマス会を楽しもう！
■切串公民館
クリスマスの絵本や歌、体を使った
☎（43）0001
遊びを楽しみましょう。サプライズで
メディカルアロマ講座
サンタが登場するかも!?
メディカルアロマジェルを作ります。 日時 12月20日㈰
午前10時30分～11時30分
忙しい年末をケアしてリフレッシュな
講師 オハナ・イングリッシュ・サロン
新年を迎えましょう！体質診断・耳つ
対象 ３歳～小学生
ぼ付き。
参加費 子ども１人800円（保護者無
日時 12月15日㈫午前10時～正午
場所 切串公民館
料）
講師 志水友香さん
定員 10組

申込期限 12月18日㈮
▶催し その４
ミニ門松をつくろう
お正月を迎える玄関先に「ミニ門
松」を作りましょう♪
日時 12月27日㈰
午後１時30分～３時30分
講師 建設労働組合第６地連江田島
参加費 一点1,000円 一対2,000円
定員 20人
申込期限 12月23日㈬
■沖美ふれあいセンター
☎（47）1000
クリスマス料理教室
ケーキ・オーブンチキン作りに挑戦
してみませんか！
日時 12月11日㈮午前９時30分～
場所 三高会館
講師 濵口恵美さん
参加費 500円
定員 ７人
準備物 お茶、米0.5合、手拭き、台
拭き、三角巾、エプロン、マスク、
料理持ち帰り容器
申込期限 12月４日㈮
■地域支援課（大柿市民センター）
☎（43）1637
和テイストなおもてなし料理
巻き寿司をメインにしたおもてなし
ランチを作りましょう！
日時 12月12日㈯
午前10時30分～午後１時
場所 能美市民センター
講師 藤岡恵子さん
参加費 500円
定員 10人
準備物 持ち帰り容器
申込期限 12月９日㈬

学びの館 市民ギャラリー 12 月
パッチワーク教室ウィズ
〜クリスマス作品展〜
【出展者】パッチワーク教室ウィズ（大柿町）
クリスマスにちなんだパッチワーク作品を展示します。定
番の赤・緑に加え、多彩な色・柄の布を組み合わせたタペス
トリーやオーナメントなど、クリスマスの雰囲気を楽しめる
作品が会場を彩ります。パッチワークの魅力をぜひ間近で感
じてください。
展示期間 12月５日㈯～ 26日㈯
開館時間 午前９時30分～午後４時30分(火・祝除く)
入場料
無料

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合
があります。
29 広報えたじま

令和２年12月

