小中一貫

飯山 学校群では ︑８月３ 日︑
飯山南 小学校で学 校群内の 児童
会役員 ・生徒会役 員・学級 委員
約 人が参 加し︑リ ーダー研修
会を開催しました︒
①各学校の実態及び課題発表
各校 の児童会・ 生徒会が 取り
組んで いる活動や 最近の問 題点
につい て︑アンケ ート結果 を交
えながら発表しました︒
②スマホ利用宣言の作成
各校 で共通して 問題とな って
いるス マホや携帯 電話の利 用の

城坤コミュニティでは︑子ど
もからお年寄りまで︑誰もが元
気でいきいきと暮らせる﹁豊か
で住み良い︑安全安心な六郷の

スマホ利用宣言をする児童

飯山中・飯山北小・

仕方につ
いて話し
合い︑各
学校ごと
に守るべ
き決まり
を︑スマ
ホ利 用 宣
言 と して
まと め ま
した︒
③講演﹁私の体験﹂
南小 ・飯中で児 童会・生 徒会
を経験 した大学生 の井上香 澄さ
んが︑ いくつもの 悩みをど う乗
り越え てきたかに ついての 体験
談を話してくれました︒
④参加者の感想・意見
講演を 聞いて︑ 本当の勉強 と
は︑自 分が勉強し なきゃい けな
いと思 ってから始 まるんだ と思
った︒︵地域の人︶
スマホ 宣言を聞 いて︑子ど も
たちの 発想は柔軟 でセンス があ
ると感じた︒︵教員︶
三校と もに同じ ような課題 が
あるん だなあ︒共 通する課 題を
これか ら解決して いったら 三校
ともい い学校にな ると思っ た︒
︵中学生︶
飯山学校群
飯山南小

郷夢クラブ﹂では︑サイエンス
︵科
学︶やスポーツ︑快天山古墳︵綾
歌町︶の歴史探訪など︑未来を
担う子どもたちの夢を培う場づ

ホームタウン推進室 p35-8200

スポーツホームタウン丸亀フェイスブック https://www.facebook.com/MarugameSportsPark

金原

成美

さ
ん

︵原田町・ 歳︶

漁港の町︑焼津の出身︒
﹁今年 歳になった孫が
中学生のころから一緒に

ざお

使っていた釣り竿です︒
釣り雑誌にも載った思い出
の品々です﹂と良い笑顔︒
今は︑朝・昼・夕の散歩
で ︑ 毎 日 約 １ 万 歩 ︒﹁ 季
節で︑景色が変わり︑日々
感動があります﹂
最後に︑
戦争中は小学
生 だった 金 原さんから
一言 ︒
﹁ グラマンに追 わ
れたり︑惨劇を見たり︑
平 和 が一番 で す ﹂深 く
う な ず く 私 ︒︵中年明︶

tttttttttttttttttttttttttttttttt
「試験案内」は、市役所案内所、
綾歌・飯山市民総合センター、
ハローワーク丸亀で配布しま
す。受験資格など詳しくは、試
験案内をご確認ください。

里づくり﹂を目標に︑さまざま
な分野での取り組みを行ってい
ます︒

くりとして︑地域の人たちと交

学 卒
（大職務経験者
）

学校群

例えば︑夏休みを利用した﹁六

流を深めながらの体験学習を行
っています︒
また︑弁護士︑健康運動指導
士︑音楽大学の先生など︑さま
ざまな分野から多彩な講師を招
いて行う﹁いきいき講座﹂は誰
もが気軽に参加でき︑音楽談義

）
木

に花を咲かせたり︑健康体操を
したり︑時には大串半島自然公

築

建

園︵さぬき市︶などに郊外学習に
にぎ
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出かけたりと地域の人たちの交

学 卒
（大職務経験者
）

木

目標：進んであいさつ飯山っ子 みんなでつくるさわやか飯山
流の場として賑わっています︒

23

土

10
2015年12月 ● 広報丸亀
2015年12月 ● 広報丸亀
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四国Ｃスタ丸亀の快適な屋内練
習場のブルペンで、本格的なキャ
ッチボールをしてみませんか？
寒い冬の運動不足解消に、ご家
族・友人とのコミュニケーション
にも最適！
！
料金：１か所で１時間１００円（市内および定住自立圏域
内在住の人）
『ジョグとジャズの化学反応』がテーマの「よるジョグ」
を１２月も引き続き開催します。
ハーフマラソンの練習やお友達とのウオーキングを、
ナイター照明の下で軽快なジャズのＢＧＭとともに楽し
んでみませんか？
日時：１２月５日、
１２日、
１９日、
２６日の毎週土曜日開催
（午後７時〜９時）
場所：四国Cスタ丸亀グラウンド内（外周の人工芝部分）
対象：どなたでも
（ただし、未就学児、児童及び生徒は保
護者同伴）
短 大 卒
職務経験者

受付期間
第一次
試験日
種

採用予定
人数
職

いいね！ ❹
コミュニティ

ブルペンでキャッチボール
「よるジョグ in 四国Ｃスタ」
好評開催中です！
！

教育委員会 p24-8821
熱心に話し合う児童・生徒

谷河
会長

129
職員課 p24-8802

できたぞ ピザ！ 乾杯！

自立と
共生
❸

飯山
ふれあい城坤

孝明さん
みんなで歌えば笑顔がいっぱい

スポーツホームタウン丸亀
市職員採用試験のお知らせ
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