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八

告されました。
ラジコンヘリコプターによる農薬散布を実施
一年間の研修を終えて、
それぞれの現場に戻った交
使用薬剤名
八街市植物防疫協議会で
流者が派遣先での経験を生
ラブサイドスタークルフ
は、水稲病害虫防除の省力
かした指導をしたり、周囲
ロ ア ブ ル ・ バリダシンエ
化と、良質米の安定生産を
の教職員に成果を還元する
アー
図るため、ラジコンヘリコ
ことで、八街市全体の教育
注意事項
プターによる農薬散布を実
力向上が期待されています。
・散布中の通行は、できる
施しています。
北村市長からも、「指導
だけさけてください。
この時期は、近隣市町で
する側の教員の人事交流に
また、水田周辺の駐車を
も水稲の農薬散布を実施し
よって、連携教育のさらな
なるべくさけ、薬剤がか
ますので、危被害防止にご
る推進に繋がる意義深い取
からないようにしてくだ
協力くださいますようお願
組と確信しています。」な
さい。
いします。
どの講評がありました。
・散布薬剤は、人体に対し
散布日時 ７月 日㈬
今後も八街市では、「幼
て毒性の低いものを使用
午前４時〜 時頃
小中高連携教育」を通して、
しますが、万一薬剤がか
※雨天、強風、濃霧などの
幼児・児童・生徒の健全育
かったときは、すぐに、
天候不順の場合は、防災無
成を推進してまいります。
せっけんで洗い落として
線により、順延または遅延
《千葉黎明高等学校
ください。
のお知らせをいたします。
西村清理事長･校長の話》
・洗濯物などは、散布終了
散布地区
今回の人事交流が八街市
後に干してください。
住野、榎戸、大谷流、小
の大きな課題のひとつであ
・ 散布直後は、ジョギング、
谷流、根古谷、岡田、用
る学力向上に向けての糸口
散歩などで水田に入らな
草、勢田、東吉田、砂、
になると思います。また、
いでください。
上砂地区の水田
地域内での交流人事は、教
対象病害虫
問農 政 課
育力の向上に寄与し、連携
☎４４３│１４０２
いもち病、紋枯病、斑点
教育の益々の発展に繋がる
米カメムシ類、ウンカ類
と期待します。今後は、教
科 別 の 研 究 会 に 発 展 す る こ 「 ピ ー ちゃん
ナッちゃん 」を 応 援 し よ う ！
とも提案いたします。
問学校教育課
☎443│１４４６
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詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
問企 画 政 策 課
☎４４３│１１１４

ナッちゃん

ピーちゃん

ゆるキャラグランプリ２
０１６に「ピーちゃん ナッ
ちゃん」がエントリーして
います。
投票期間

７月 日㈮〜 月 日㈪
パソコンやスマートフォ
ンなどから１日１票みんな
で「ピーちゃん ナッちゃ
ん」に投票して応援しよう。

４４４ │０８ １５

八街市イメージキャラクター

10 20

10

「人
人事
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告会
会」
」が
が開
開か
かれ
れま
まし
した
た
「
等学校においても、県立高
幼小中高連携教育
等学校等との人事交流を行
本市で推進している「幼
ってきていました。
小中高連携教育」では、「幼
平成 年度に、千葉黎明
小連携」、「小中連携」、
高等学校から、『学力向上
「中高連携」のそれぞれに
・教職員の資質向上に特化
おいて、幼児・児童・生徒
した中高連携の取組として
の交流事業をはじめ、様々
な連携・交流事業を通して、 の、中高の教員の人事交流
について』の提案がありま
各学校が魅力ある学校づく
した。
りをすすめています。
公立中学校と私立高等学
「中高連携」では、これ
校との間での人事交流は県
までも、部活動での交流、
内では前例のない取組でし
進路総合ガイダンス、学校
たが、千葉県教育委員会、
見学会、体験入学などの取
八街市教育委員会、千葉黎
組を行ってきています。
明高等学校の間で協議を重
そのような中、平成 年
ね、平成 年度に今回の人
度から、教員の資質向上の
事交流が実現しました。
ため、一年間の研修･研さ
千葉黎明高等学校から八
んの機会として、市立中学
街北中学校に国語科の教員、
校と私立千葉黎明高等学校
八街中学校から千葉黎明高
の教員の人事交流を行って
等学校に数学科の教員が派
おり、この度、その現状や
遣されました。
成果を北村市長に報告する
今年度も八街中央中学校
「人事交流報告会」が開か
に社会科の教員、千葉黎明
れました。
高等学校に数学科の教員が
教員の人事交流
派遣されています。
人事交流報告会
報告会の当日は、八街市
教育委員会加曽利教育長、
千葉黎明高等学校西村理事
長・校長の挨拶の後、今年
度の交流者それぞれから、
現在の派遣先の学校での学
習指導や生徒指導等に関す
る実践内容や感想などが報
人事交流
については
これまでに
も、公立中
学校と県立
高等学校の
間で行われ
てきていま
す。また、
千葉黎明高
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記号の見方 時 日時 場 会場 内 内容 対 対象 定 定員 費 参加費 申 申し込み 〆 締め切り 持 持ち物 問 問い合わせ
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●発行日 毎月1日・15日
〒289－1192
千葉県八街市八街ほ35番地29
☎（043）443－1111
（043）444－0815
ホームページ
http://www.city.yachimata.lg.jp/
暑中お見舞い
申し上げます

こまめに水分や塩分をとり、適切に冷房を使って、熱中症に注意しましょう。

