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　人間形成の基礎が培われる極めて重要な乳幼児期の子どもたちに
経験させたい内容を示した「乳幼児期保育・教育課程モデルプラン」、
小中学校9年間を見通した算数・数学の指導を支援する「小中学校教育
課程指導資料（算数・数学）モデルプラン」を、来年度以降の本格実施を
目指し、市内61の園や学校で試行実施しています。

　小学校の就学時健康診断及び中学校の新入生保護者説明
会で、入学に向けた家庭教育のヒントを示し、また、保護者どうし
のネットワークをつくるため、「親の学習」講座を開催します。
　また、乳幼児期、小学校入学準備期から児童期、思春期それ
ぞれの時期の子育てをテーマに、「子育て講演会」を開催します。 

子ども教育プログラムがスタート
～「自ら学び、心豊かに、たくましく生きる」草加っ子を育てる～

　0歳から15歳までを、子どもたち一人ひとりに「生きる力」を育む大切な教育期間ととらえ、
幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校及び家庭の連携を推進しています。

草 加 市 オ リ ジ ナ ル

○上記のほか、２つのモデルプランを試行実施しています ○「親の学習」講座、子育て講演会の開催

目指す 「草加っ子」 （幼保小中教育指針）

・4月から市内の園・学校で草加市オリジナルの3つのプログラムを実施しています。
・5月から中学校の教員が小学校で定期的に授業を行う「乗り入れ授業」を、市内全ての小中学校が連携して実施しています。

草加市　子ども教育プログラム

幼児期の学びを小学校の学びにつなげます。
幼保小接続期プログラム幼保小接続期プログラム

　物語を通して小学校入学までに特
に身に付けたいことがらを学べるよ
うにします。市内全ての幼稚園・保育園・認定こども園に
配付し、また、中央図書館で貸し出しを行っています。

幼児向けの紙芝居
「もうすぐいちねんせい」

　親子で楽しみながら、小学校入学の
準備ができるようにします。小学校の
就学時健康診断で配付する予定です。

幼児・保護者向けのリーフレット
「もうすぐ1年生」

小中9年間を見通した教育を目指します。
小中連携プログラム小中連携プログラム

　子どもたちが小中学校で一貫して生
活・学習のめあてをもてるようにします。
市内全ての小中学生に配付しています。

小中学生向けの下敷き
「草加市 小中連携
　　 生活・学習のめあて」

　中学校生活を紹介し、親子が安心して、
中学校進学の準備ができるようにします。
小学校５・６年生に配付する予定です。

児童・保護者向けのリーフレット
「エンジョイ！中学校生活」

　安心して子育てができるように、子ど
もの発達の時期ごとに家庭で大切にし
たいことを示しています。母子健康手帳
交付時などに配付しています。

保護者向けのリーフレット
「笑顔で子育て」

　0歳から15歳まで、「自ら学び、心豊かに、たくましく生き
る」草加っ子を育むために、発達段階ごとに、「生活」「人と
のかかわり」「自ら学ぶ」の各領域について「具体的な取り
組み事項」を定めている草加市の教育の指針です。市内全
ての幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校へ配
付しています。



☆平成26年度　学校総合体育
　大会県大会（入賞者）
【陸上競技】
　走り高跳び　　　　　　　　　　
　第１位　　鈴木虎之助（草加中）
　棒高跳び　　　　　　　　　　　
　第３位　　荒井　悠　（草加中）
　第８位　　船渡　遼太（谷塚中）
　共通男子３０００ｍ　　　　　　
　第７位　　市村　朋樹（瀬崎中）
　１年女子走り幅跳び　　　　　　
　第６位　　鴨下　若菜（両新田中）
【水　泳】
　１００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　
　第２位　　冨澤　俊介（新田中）
　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　
　第３位　　冨澤　俊介（新田中）
　５０ｍ自由形　　　　　　　　　
　第３位　　伊藤　佑香（花栗中）
　１００ｍ自由形　　　　　　　　
　第２位　　伊藤　佑香（花栗中）
　２００ｍ自由形　　　　　　　　
　第１０位　飯田　　笑（瀬崎中）
　４００ｍ自由形　　　　　　　　
　第８位　　飯田　　笑（瀬崎中）
　１００ｍバタフライ　　　　　　
　第８位　　古室　栞音（栄中）
　４００ｍリレー（女子）　　　　
　第７位　　瀬崎中学校
【体　操】
　男子団体　　　　　　　　　　　
　第２位　　栄中学校
　ゆ　か　　　　　　　　　　　　
　第２位　　加茂川蒼天（栄中）
【新体操】
　女子個人総合　　　　　　　　　
　第８位　　平田　実希（谷塚中）
　ロープ　　　　　　　　　　　　
　第８位　　平田　実希（谷塚中）
　リボン　　　　　　　　　　　　
　第８位　　平田　実希（谷塚中）
【柔　道】
　男子団体　　　　　　　　　　　
　ベスト８　谷塚中学校
　９０ｋｇ級（男子）　　　　　　
　第３位　　小坂　勇也（谷塚中）
　６６ｋｇ級（男子）　　　　　　
　ベスト８　上田　　睦（谷塚中）
　５５ｋｇ級（男子）　　　　　　
　ベスト８　二本柳太一（瀬崎中）

　４４ｋｇ級（女子）　　　　　　
　ベスト８　大賀志莉子（谷塚中）
【相　撲】
　団体戦　　　　　　　　　　　　
　第３位　　谷塚中学校
【野　球】
　第３位　　草加中学校
【バレーボール】
　男子　　　　　　　　　　　　　
　第３位　　瀬崎中学校
　女子　　　　　　　　　　　　　
　ベスト８　青柳中学校
【バスケットボール】
　男子　　　　　　　　　　　　　
　ベスト８　新栄中学校
【硬式テニス】
　男子シングルス　　　　　　　　
　第９位　　加藤　季樹（川柳中）
　女子シングルス　　　　　　　　
　第２位　　高西佑里江（新栄中）
【バドミントン】
　女子団体戦　　　　　　　　　　
　ベスト８　草加中学校
☆平成26年度　関東大会（出場者）
【陸上競技】
　走り高跳び　　　　　　　　　　
　第２位　　鈴木虎之介（草加中）
　棒高跳び　　　　　　　　　　　
　出場　　　荒井　　悠（草加中）
【水　泳】
　２００ｍ自由形　　　　　　　　
　第８位　　飯田　笑（瀬崎中）
　４００ｍ自由形　　　　　　　　
　第４位　　飯田　笑（瀬崎中）
　１００ｍバタフライ　　　　　　
　第４位　　古室　栞音（栄中）
　４００ｍリレー（女子）　　　　
　第５位　　瀬崎中学校
【体　操】
　男子団体　　　　　　　　　　　
　第２位　　栄中学校
　ゆ　か　　　　　　　　　　　　
　第２位　　加茂川蒼天（栄中）
【硬式テニス】
　女子シングルス　　　　　　　　
　ベスト８　高西佑里江（新栄中）
　男子シングルス　　　　　　　　
　出場　　　加藤　季樹（川柳中）
【新体操】
　女子個人　　　　　　　　　　　

　出場　　　平田　実希（谷塚中）
【相　撲】
　団体戦　　　　　　　　　　　　
　出場　　　谷塚中学校
【バレーボール】
　男子　　　　　　　　　　　　　
　出場　　　瀬崎中学校
☆平成26年度　全国大会（出場者）
【陸上競技】
　走り高跳び　　　　　　　　　　
　第６位　　鈴木虎之介（草加中）
　共通男子３０００ｍ　　　　　　
　出場　　　市村　朋樹（瀬崎中）
【体　操】
　男子団体　　　　　　　　　　　
　第７位　　栄中学校
【ジュニアオリンピック（陸上競技）】
　女子Ｃ８００ｍ　　　　　　　　
　第２位　　桶谷　南実（瀬崎中）
【水　泳】
　１００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　
　出場　　　冨澤　俊介（新田中）
　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　
　出場　　　冨澤　俊介（新田中）
　５０ｍ自由形　　　　　　　　　
　出場　　　伊藤　佑香（花栗中）
　１００ｍ自由形　　　　　　　　
　出場　　　伊藤　佑香（花栗中）
【硬式テニス】
　女子シングルス　　　　　　　　
　出場　　　高西佑里江（新栄中）
☆平成26年度　第55回埼玉県
　吹奏楽コンクール
Ａの部　　　　　　　　　　　　　
　銅賞　　　谷塚中学校
Ｂの部　　　　　　　　　　　　　
　銀賞　　　新栄中学校
　銅賞　　　青柳中学校
☆平成26年度　第38回埼玉県
　アンサンブルコンテスト
打楽器八重奏　　　　　　　　　　
　金賞　　　青柳中学校
☆平成26年度　第20回西関東　
　アンサンブルコンテスト
打楽器八重奏　　　　　　　　　　
　銀賞　　　青柳中学校
☆平成26年度
　埼玉県駅伝競走大会
男子　　　　　　　　　　　　　　
　第８位　　瀬崎中学校
女子　　　　　　　　　　　　　　
　第８位　　瀬崎中学校
☆平成26年度　新人戦兼県民
　総合体育大会県大会（入賞者）
【陸上競技】

　走り幅跳び　　　　　　　　　　
　第２位　　本山　航暉（松江中）
　走り幅跳び　　　　　　　　　　
　第４位　　江川　公基（谷塚中）
　砲丸投げ　　　　　　　　　　　
　第４位　　佐藤信太朗（谷塚中）
　１５００ｍ　　　　　　　　　　
　第２位　　桶谷　南実（瀬崎中）
　８００ｍ　　　　　　　　　　　
　第１位　　桶谷　南実（瀬崎中）
　走り幅跳び　　　　　　　　　　
　第４位　　河野　桃子（草加中）
　棒高跳び　　　　　　　　　　　
　第２位　　渡辺　紀里（新田中）
　砲丸投げ　　　　　　　　　　　
　第５位　　中村　寧々（青柳中）
　女子総合　　　　　　　　　　　
　第５位　　瀬崎中学校　　
【水　泳】
　２００ｍ自由形　　　　　　　　
　第６位　　渡辺　大和（栄中）
　４００ｍ自由形　　　　　　　　
　第６位　　成田　敦哉（瀬崎中）
　４００ｍ個人メドレー　　　　　
　第２位　　新井　啓太（栄中）
　４００ｍ自由形　　　　　　　　
　第６位　　生田目詩麗（栄中）
　４００ｍメドレーリレー（女子）
　第５位　　瀬崎中学校　　　
　２００ｍバタフライ　　　　　　
　第８位　　岩﨑　蘭（瀬崎中）
　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　
　第４位　　齋田　百萌（青柳中）
【野　球】　　　　　　　　　　　
　ベスト８　草加中学校
【バレーボール】
　女子　　　　　　　　　　　　　
　第１位　　青柳中学校
【バスケットボール】
　男子　　　　　　　　　　　　　
　ベスト８　新栄中学校
【体　操】
　男子団体　　　　　　　　　　　
　第１位　　栄中学校
【バドミントン】
　女子団体戦　　　　　　　　　　
　ベスト８　草加中学校
【柔　道】
　５５ｋｇ級（男子）　　　　　　
　第１位　　二本柳太一（瀬崎中）
　７３ｋｇ級（男子）　　　　　　
　第２位　　上田　陸（谷塚中）
　４８ｋｇ級（女子）　　　　　　
　ベスト８　大賀志莉子（谷塚中）

　平成27年7月20日号……23……平成27年7月20日号　

１　開催場所　
　　　【小学生】　市内小学校２１校　
　　　【中学生】　市内４会場（川柳文化センター・勤労福祉会館・中央公民館・
　　　　　　　　谷塚文化センター）
２　定　　 員　各校・各会場ごとに７０人程度
３　学習内容　　授業で学習したことの復習となる、算数・国語（小学校）、数学
　　　　　　　　（中学校）の基礎・基本の問題及び自主学習のために持参した
　　　　　　　　学習内容
４　対象学年　　小学３年生～中学３年生
　　　　　　　　＊参加者の定員が限られておりますので、学校ごとに対象学年を限定　
　　　　　　　　　　する場合があります。予めご了承ください。

５　開催回数等
　　　【小学生】　年間18回　原則として、毎月第2・4土曜日
　　　　　　　　（午前9時～午前11時）
　　　【中学生】　年間18回　原則として、毎月第2・4土曜日
　　　　　　　　（午前9時30分～午前11時30分）

草加の子どもたちの活躍草加の子どもたちの活躍草加の子どもたちの活躍 平成26年度

平成２７年度草加市立小中学校

　児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう
に、学校・家庭・地域がいじめに対する関心を高め、防止
していこうとする態度や意識を持つことを目的として開催
します。

　現在、草加市では図書館機能の充実を図るため、
中央図書館以外の施設でも図書の貸出・返却・予約
等の手続きができるようになっています。

●地域開放型図書室（川柳小学校　西町小学校　高砂小学校）
　　利用日時　　毎週日曜日　午前１０時～午後４時
　　利用内容　　図書の貸出・返却・予約本受付・利用登録等の
　　　　　　　　手続きができます。

●サービスコーナー（市内全小学校・２１校）
　　利用日時　　２週間に１回、２時間開設
　　利用内容　　図書の貸出・返却・予約本受付・利用登録等が
　　　　　　　　できます。小学校の児童だけでなく、一般の方
　　　　　　　　もご利用になれます。

●公民館図書室
　　中央公民館048-922-5344
　　柿木公民館048-931-3117
　　新田西文化センター048-942-0778
　　谷塚文化センター048-928-6271
　　川柳文化センター048-936-4088
　　新里文化センター048-927-3362

　利用登録されている方は、中央図書館あるいは地域開放型図書
室でパスワード登録していただくことにより、いつでも図書館
ホームページから予約、リクエスト及び貸出延長ができます。
ぜひご利用ください。

※くわしくは、草加市立中央図書館まで　電話048-946-3000

日時

場所

内容

対象

平成２7年８月26日（水）
午後２時から午後４時３０分まで

中央公民館　ホール

○「いじめ撲滅」に取り組んだ児童生徒の
　実践発表
○「いじめ対策」に関する講演会

○市立小中学校児童・生徒、市立小中学校
　教職員、ＰＴＡ、地域保護者

「草加っ子」元気カード
ひとりで悩まず相談しよう

受付時間
平日　午前９時～午後５時

草加市教育委員会　
　　いじめ等の悩み相談

フリーダイヤル

　０１２０－３ ８ ４ ７ ８ ３
　０１２０－８６－３１９２（午後５時以降）※埼玉県教育委員会

　　　　　　　　　

さあ   はな  して 　 な    　や  　 み

よい子の電話教育相談

　草加市教育委員会では、今年度も６月から「草加
寺子屋（土曜学習）」を実施しています。
　基礎学力を身に付けたいと願う小中学生のため
に、自学自習の場を提供します。基礎的な学習内容
についての疑問や悩みがあれば、会場の学習支援員
が対応します。
　今年度も、実施回数を１８回として、プリント学
習に加え、授業で分からなかった内容等の自主学習
を支援します。

寺子屋
土曜学習を実施します

草
加

各公民館施設の
開館日・開館時間に
合わせてご利用に
なれます。

開催「いじめ撲滅サミット」
　あなたのまち

にも図書館サービスが！

市立小中学生全員に配布
フリーダイヤル

「草加っ子」元気カード
いつでも誰でも安心していじめ等の
悩みについて電話相談ができます。

　今年も市の保養施設「奥日光自然の家」が5月2日（土）に開所しました。同施設は
中禅寺湖畔千手ヶ浜にほど近い国有林にあり、夏は避暑地として、秋は美しい紅葉が
楽しめます。また、西ノ湖や戦場ヶ原をめぐるハイキングコースの拠点としても絶好
の場所です。
　なお、自然保護のため車での現地乗り入れはできません。赤沼車庫無料駐車場から
千手ヶ浜行き低公害バスを利用してください。（約30分）

■利用期間　5月2日（土）～11月上旬　火曜日定休（祝日の場合は翌日）

■宿泊料金　草加、越谷、八潮、三郷、吉川、松伏在住・在勤の方

　　　　　　1人1泊1540円（4歳～中学生770円）　食事料別途（現地払い）

■申　　込　利用日の2か月～4日前に宿泊料を添えて施設課へ　☎048-922-2643

　富士山を神体とする浅間神社を信仰する人々によって組織された講を富士講
と呼びます。富士講は江戸時代に庶民の間に爆発的に広がりました。草加市で
は旧瀬崎村で組織された富士講が現存し、「冨士行」として今なお受け継がれ
ています。
　「冨士行」では、富士山頂で神霊に祈誓を捧げるほか、地元では拝殿や社務所
にて「オツタエ」と呼ばれる富士の神霊を称える唱言が節を付けて唱えられま
す。今年も元旦と、富士山の山開きに合わせて７月１日に拝殿で行われました。
　江戸時代、富士山は女人禁制であったり、交通の便から富士登山が困難な人も
多くいました。そこで、誰でも富士山を参拝できるように山や塚が築かれ、それら

を富士塚と言います。瀬崎三丁目の浅間神社に所在する富士塚は大正５年
（1916）に竣工しました。高さ約４メートル、横幅10.4メートル、奥行8.6メートル
と、市外において文化財に指定されている富士塚に比べると、やや規模が小さい
塚です。
　しかしながら、交通網の発達により富士登山がより身近になり、各地の冨士講や
富士塚が廃れていく中で、瀬崎の冨士行は現在も盛んに活動しています。
　近隣の富士講講員の参拝も途切れることがなく、市民にも親しまれている
「冨士行と富士塚」は、往時の庶民信仰の実態を伝える文化資産として高く評
価され、平成26年１月24日付けで草加市の民俗文化財に指定されました。

5 月 2日（土）から 11月上旬まで
奥日光自然の家奥日光自然の家

新緑の風景クリンソウ（６月）

中禅寺湖畔千手ヶ浜の風景宿泊施設(西館)

　校舎の老朽化に伴い、大規模な改修工事が必要となっている中、草
加市では、学習環境の改善を目的として、市内小中学校のトイレ環境
の整備を図ります。
　昨年度は、市内小学校2校2箇所のトイレ改修工事を行い、平成27
年度は、引き続き市内小学校3校3箇所のトイレ改修工事を行います。
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瀬崎の冨士行及び富士塚

市内小中学校
トイレ環境
の整備



☆平成26年度　学校総合体育
　大会県大会（入賞者）
【陸上競技】
　走り高跳び　　　　　　　　　　
　第１位　　鈴木虎之助（草加中）
　棒高跳び　　　　　　　　　　　
　第３位　　荒井　悠　（草加中）
　第８位　　船渡　遼太（谷塚中）
　共通男子３０００ｍ　　　　　　
　第７位　　市村　朋樹（瀬崎中）
　棒高跳び
　第３位　　遠田みさき（草加中）
　１年女子走り幅跳び　　　　　　
　第６位　　鴨下　若菜（両新田中）
【水　泳】
　１００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　
　第２位　　冨澤　俊介（新田中）
　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　
　第３位　　冨澤　俊介（新田中）
　５０ｍ自由形　　　　　　　　　
　第３位　　伊藤　佑香（花栗中）
　１００ｍ自由形　　　　　　　　
　第２位　　伊藤　佑香（花栗中）
　２００ｍ自由形　　　　　　　　
　第１０位　飯田　　笑（瀬崎中）
　４００ｍ自由形　　　　　　　　
　第８位　　飯田　　笑（瀬崎中）
　１００ｍバタフライ　　　　　　
　第８位　　古室　栞音（栄中）
　４００ｍリレー（女子）　　　　
　第７位　　瀬崎中学校
【体　操】
　男子団体　　　　　　　　　　　
　第２位　　栄中学校
　ゆ　か　　　　　　　　　　　　
　第２位　　加茂川蒼天（栄中）
【新体操】
　女子個人総合　　　　　　　　　
　第８位　　平田　実希（谷塚中）
　ロープ　　　　　　　　　　　　
　第８位　　平田　実希（谷塚中）
　リボン　　　　　　　　　　　　
　第８位　　平田　実希（谷塚中）
【柔　道】
　男子団体　　　　　　　　　　　
　ベスト８　谷塚中学校
　９０ｋｇ級（男子）　　　　　　
　第３位　　小坂　勇也（谷塚中）
　６６ｋｇ級（男子）　　　　　　
　ベスト８　上田　　睦（谷塚中）

　５５ｋｇ級（男子）　　　　　　
　ベスト８　二本柳太一（瀬崎中）
　４４ｋｇ級（女子）　　　　　　
　ベスト８　大賀志莉子（谷塚中）
【相　撲】
　団体戦　　　　　　　　　　　　
　第３位　　谷塚中学校
【野　球】
　第３位　　草加中学校
【バレーボール】
　男子　　　　　　　　　　　　　
　第３位　　瀬崎中学校
　女子　　　　　　　　　　　　　
　ベスト８　青柳中学校
【バスケットボール】
　男子　　　　　　　　　　　　　
　ベスト８　新栄中学校
【硬式テニス】
　男子シングルス　　　　　　　　
　第９位　　加藤　季樹（川柳中）
　女子シングルス　　　　　　　　
　第２位　　高西佑里江（新栄中）
【バドミントン】
　女子団体戦　　　　　　　　　　
　ベスト８　草加中学校
☆平成26年度　関東大会（出場者）
【陸上競技】
　走り高跳び　　　　　　　　　　
　第２位　　鈴木虎之介（草加中）
　棒高跳び　　　　　　　　　　　
　出場　　　荒井　　悠（草加中）
【水　泳】
　２００ｍ自由形　　　　　　　　
　第８位　　飯田　笑（瀬崎中）
　４００ｍ自由形　　　　　　　　
　第４位　　飯田　笑（瀬崎中）
　１００ｍバタフライ　　　　　　
　第４位　　古室　栞音（栄中）
　４００ｍリレー（女子）　　　　
　第５位　　瀬崎中学校
【体　操】
　男子団体　　　　　　　　　　　
　第２位　　栄中学校
　ゆ　か　　　　　　　　　　　　
　第２位　　加茂川蒼天（栄中）
【硬式テニス】
　女子シングルス　　　　　　　　
　ベスト８　高西佑里江（新栄中）
　男子シングルス　　　　　　　　
　出場　　　加藤　季樹（川柳中）

【新体操】
　女子個人　　　　　　　　　　　
　出場　　　平田　実希（谷塚中）
【相　撲】
　団体戦　　　　　　　　　　　　
　出場　　　谷塚中学校
【バレーボール】
　男子　　　　　　　　　　　　　
　出場　　　瀬崎中学校
☆平成26年度　全国大会（出場者）
【陸上競技】
　走り高跳び　　　　　　　　　　
　第６位　　鈴木虎之介（草加中）
　共通男子３０００ｍ　　　　　　
　出場　　　市村　朋樹（瀬崎中）
【体　操】
　男子団体　　　　　　　　　　　
　第７位　　栄中学校
【ジュニアオリンピック（陸上競技）】
　女子Ｃ８００ｍ　　　　　　　　
　第２位　　桶谷　南実（瀬崎中）
【水　泳】
　１００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　
　出場　　　冨澤　俊介（新田中）
　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　
　出場　　　冨澤　俊介（新田中）
　５０ｍ自由形　　　　　　　　　
　出場　　　伊藤　佑香（花栗中）
　１００ｍ自由形　　　　　　　　
　出場　　　伊藤　佑香（花栗中）
【硬式テニス】
　女子シングルス　　　　　　　　
　出場　　　高西佑里江（新栄中）
☆平成26年度　第55回埼玉県
　吹奏楽コンクール
Ａの部　　　　　　　　　　　　　
　銅賞　　　谷塚中学校
Ｂの部　　　　　　　　　　　　　
　銀賞　　　新栄中学校
　銅賞　　　青柳中学校
☆平成26年度　第38回埼玉県
　アンサンブルコンテスト
打楽器八重奏　　　　　　　　　　
　金賞　　　青柳中学校
☆平成26年度　第20回西関東　
　アンサンブルコンテスト
打楽器八重奏　　　　　　　　　　
　銀賞　　　青柳中学校
☆平成26年度
　埼玉県駅伝競走大会
男子　　　　　　　　　　　　　　
　第８位　　瀬崎中学校
女子　　　　　　　　　　　　　　
　第８位　　瀬崎中学校
☆平成26年度　新人戦兼県民
　総合体育大会県大会（入賞者）

【陸上競技】
　走り幅跳び　　　　　　　　　　
　第２位　　本山　航暉（松江中）
　走り幅跳び　　　　　　　　　　
　第４位　　江川　公基（谷塚中）
　砲丸投げ　　　　　　　　　　　
　第４位　　佐藤信太朗（青柳中）
　１５００ｍ　　　　　　　　　　
　第２位　　桶谷　南実（瀬崎中）
　８００ｍ　　　　　　　　　　　
　第１位　　桶谷　南実（瀬崎中）
　走り幅跳び　　　　　　　　　　
　第４位　　河野　桃子（草加中）
　棒高跳び　　　　　　　　　　　
　第２位　　渡辺　紀里（新田中）
　砲丸投げ　　　　　　　　　　　
　第５位　　中村　寧々（青柳中）
　女子総合　　　　　　　　　　　
　第５位　　瀬崎中学校　　
【水　泳】
　２００ｍ自由形　　　　　　　　
　第６位　　渡辺　大和（栄中）
　４００ｍ自由形　　　　　　　　
　第６位　　成田　敦哉（瀬崎中）
　４００ｍ個人メドレー　　　　　
　第２位　　新井　啓太（栄中）
　４００ｍ自由形　　　　　　　　
　第６位　　生田目詩麗（栄中）
　４００ｍメドレーリレー（女子）
　第５位　　瀬崎中学校　　　
　２００ｍバタフライ　　　　　　
　第８位　　岩﨑　蘭（瀬崎中）
　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　
　第４位　　齋田　百萌（青柳中）
【野　球】　　　　　　　　　　　
　ベスト８　草加中学校
【バレーボール】
　女子　　　　　　　　　　　　　
　第１位　　青柳中学校
【バスケットボール】
　男子　　　　　　　　　　　　　
　ベスト８　新栄中学校
【体　操】
　男子団体　　　　　　　　　　　
　第１位　　栄中学校
【バドミントン】
　女子団体戦　　　　　　　　　　
　ベスト８　草加中学校
【柔　道】
　５５ｋｇ級（男子）　　　　　　
　第１位　　二本柳太一（瀬崎中）
　７３ｋｇ級（男子）　　　　　　
　第２位　　上田　陸（谷塚中）
　４８ｋｇ級（女子）　　　　　　
　ベスト８　大賀志莉子（谷塚中）

　平成27年7月20日号……23……平成27年7月20日号　

１　開催場所　
　　　【小学生】　市内小学校２１校　
　　　【中学生】　市内４会場（川柳文化センター・勤労福祉会館・中央公民館・
　　　　　　　　谷塚文化センター）
２　定　　 員　各校・各会場ごとに７０人程度
３　学習内容　　授業で学習したことの復習となる、算数・国語（小学校）、数学
　　　　　　　　（中学校）の基礎・基本の問題及び自主学習のために持参した
　　　　　　　　学習内容
４　対象学年　　小学３年生～中学３年生
　　　　　　　　＊参加者の定員が限られておりますので、学校ごとに対象学年を限定　
　　　　　　　　　　する場合があります。予めご了承ください。

５　開催回数等
　　　【小学生】　年間18回　原則として、毎月第2・4土曜日
　　　　　　　　（午前9時～午前11時）
　　　【中学生】　年間18回　原則として、毎月第2・4土曜日
　　　　　　　　（午前9時30分～午前11時30分）

草加の子どもたちの活躍草加の子どもたちの活躍草加の子どもたちの活躍 平成26年度

平成２７年度草加市立小中学校

　児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう
に、学校・家庭・地域がいじめに対する関心を高め、防止
していこうとする態度や意識を持つことを目的として開催
します。

　現在、草加市では図書館機能の充実を図るため、
中央図書館以外の施設でも図書の貸出・返却・予約
等の手続きができるようになっています。

●地域開放型図書室（川柳小学校　西町小学校　高砂小学校）
　　利用日時　　毎週日曜日　午前１０時～午後４時
　　利用内容　　図書の貸出・返却・予約本受付・利用登録等の
　　　　　　　　手続きができます。

●サービスコーナー（市内全小学校・２１校）
　　利用日時　　２週間に１回、２時間開設
　　利用内容　　図書の貸出・返却・予約本受付・利用登録等が
　　　　　　　　できます。小学校の児童だけでなく、一般の方
　　　　　　　　もご利用になれます。

●公民館図書室
　　中央公民館048-922-5344
　　柿木公民館048-931-3117
　　新田西文化センター048-942-0778
　　谷塚文化センター048-928-6271
　　川柳文化センター048-936-4088
　　新里文化センター048-927-3362

　利用登録されている方は、中央図書館あるいは地域開放型図書
室でパスワード登録していただくことにより、いつでも図書館
ホームページから予約、リクエスト及び貸出延長ができます。
ぜひご利用ください。

※くわしくは、草加市立中央図書館まで　電話048-946-3000

日時

場所

内容

対象

平成２7年８月26日（水）
午後２時から午後４時３０分まで

中央公民館　ホール

○「いじめ撲滅」に取り組んだ児童生徒の
　実践発表
○「いじめ対策」に関する講演会

○市立小中学校児童・生徒、市立小中学校
　教職員、ＰＴＡ、地域保護者

「草加っ子」元気カード
ひとりで悩まず相談しよう

受付時間
平日　午前９時～午後５時

草加市教育委員会　
　　いじめ等の悩み相談

フリーダイヤル

　０１２０－３ ８ ４ ７ ８ ３
　０１２０－８６－３１９２（午後５時以降）※埼玉県教育委員会

　　　　　　　　　

さあ   はな  して 　 な    　や  　 み

よい子の電話教育相談

　草加市教育委員会では、今年度も６月から「草加
寺子屋（土曜学習）」を実施しています。
　基礎学力を身に付けたいと願う小中学生のため
に、自学自習の場を提供します。基礎的な学習内容
についての疑問や悩みがあれば、会場の学習支援員
が対応します。
　今年度も、実施回数を１８回として、プリント学
習に加え、授業で分からなかった内容等の自主学習
を支援します。

寺子屋
土曜学習を実施します

草
加

各公民館施設の
開館日・開館時間に
合わせてご利用に
なれます。

開催「いじめ撲滅サミット」
　あなたのまち

にも図書館サービスが！

市立小中学生全員に配布
フリーダイヤル

「草加っ子」元気カード
いつでも誰でも安心していじめ等の
悩みについて電話相談ができます。

　今年も市の保養施設「奥日光自然の家」が5月2日（土）に開所しました。同施設は
中禅寺湖畔千手ヶ浜にほど近い国有林にあり、夏は避暑地として、秋は美しい紅葉が
楽しめます。また、西ノ湖や戦場ヶ原をめぐるハイキングコースの拠点としても絶好
の場所です。
　なお、自然保護のため車での現地乗り入れはできません。赤沼車庫無料駐車場から
千手ヶ浜行き低公害バスを利用してください。（約30分）

■利用期間　5月2日（土）～11月上旬　火曜日定休（祝日の場合は翌日）

■宿泊料金　草加、越谷、八潮、三郷、吉川、松伏在住・在勤の方

　　　　　　1人1泊1540円（4歳～中学生770円）　食事料別途（現地払い）

■申　　込　利用日の2か月～4日前に宿泊料を添えて施設課へ　☎048-922-2643

　富士山を神体とする浅間神社を信仰する人々によって組織された講を富士講
と呼びます。富士講は江戸時代に庶民の間に爆発的に広がりました。草加市で
は旧瀬崎村で組織された富士講が現存し、「冨士行」として今なお受け継がれ
ています。
　「冨士行」では、富士山頂で神霊に祈誓を捧げるほか、地元では拝殿や社務所
にて「オツタエ」と呼ばれる富士の神霊を称える唱言が節を付けて唱えられま
す。今年も元旦と、富士山の山開きに合わせて７月１日に拝殿で行われました。
　江戸時代、富士山は女人禁制であったり、交通の便から富士登山が困難な人も
多くいました。そこで、誰でも富士山を参拝できるように山や塚が築かれ、それら

を富士塚と言います。瀬崎三丁目の浅間神社に所在する富士塚は大正５年
（1916）に竣工しました。高さ約４メートル、横幅10.4メートル、奥行8.6メートル
と、市外において文化財に指定されている富士塚に比べると、やや規模が小さい
塚です。
　しかしながら、交通網の発達により富士登山がより身近になり、各地の冨士講や
富士塚が廃れていく中で、瀬崎の冨士行は現在も盛んに活動しています。
　近隣の富士講講員の参拝も途切れることがなく、市民にも親しまれている
「冨士行と富士塚」は、往時の庶民信仰の実態を伝える文化資産として高く評
価され、平成26年１月24日付けで草加市の民俗文化財に指定されました。

5 月 2日（土）から 11月上旬まで
奥日光自然の家奥日光自然の家

新緑の風景クリンソウ（６月）

中禅寺湖畔千手ヶ浜の風景宿泊施設(西館)

　校舎の老朽化に伴い、大規模な改修工事が必要となっている中、草
加市では、学習環境の改善を目的として、市内小中学校のトイレ環境
の整備を図ります。
　昨年度は、市内小学校2校2箇所のトイレ改修工事を行い、平成27
年度は、引き続き市内小学校3校3箇所のトイレ改修工事を行います。
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瀬崎の冨士行及び富士塚

市内小中学校
トイレ環境
の整備



　市内で活動する団体、指
導者の情報及び生涯学習
に関するイベント情報を閲
覧できます。
　このサイトでは、「施設」
「団体（サークル）」「指導
者」について活動の地域・
分野、会員募集の有無など
のキーワードで検索をする
ことができます。
　また、イベント情報はカ
レンダー形式で表示され
ているので、日付から簡単
に検索ができます。
　さらに、団体やサークル、
指導者の方が事前に登録
をしていただくことで、イベ
ントやニュース等の自身の
情報を自由に投稿すること
ができます。

平成27年7月20日号……4

◆「そうか教育だより」では読者のみなさんのご意見、ご感想をお待ちしております。
◆〒340-8550 草加市高砂一丁目1番1号　草加市教育委員会総務企画課　◆電話 048（922）0151（代表）　FAX 048（928）1178

　教育支援室では、落ち着いた教育環境の中で学習が行われる
よう、様々な形で各学校の教育活動の支援にあたっています。

教育支援室の利用案内

教育支援室

　今から89年前に建設されたレトロな鉄筋校舎を改修した歴史
民俗資料館（れきみん）では、ふるさと草加の歴史や四季折々の
日本文化をテーマとした企画展やイベントを開催しています。
　アットホームな雰囲気漂う“れきみん”で、草加について学んで
みませんか？

生涯学習情報提供
サイトの活用を！

●所 在 地…草加市住吉一丁目11番29号
●開館時間…午前９時～午後４時30分
●休 館 日…毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
●電　　話…048-922-0402
●アクセス…草加駅東口の「駅前一番通り」を北へ、徒歩約5分。草加小学校西門隣
●入 館 料…無料
●常設展示…綾瀬川の丸木舟（縄文時代）、谷塚地域の土器（古墳時代）、懐かしい農機具、

せんべい製造機具、手代町面芝居資料、昭和時代の教室の様子ほか

【
企
画
展
】年
間
予
定

【
講
座・体
験
教
室
】年
間
予
定
※内容等は変更となる場合があります。詳細は歴史民俗資料館へお問い合わせください。

●住所　〒340－0013　草加市松江一丁目1番32号
●電話　048-933-7591　ＦＡＸ　048-933-7590

開催日 企画展名

開催日 講座名・教室名

6月16日（火）～8月23日（日）

6月23日（火）～7月8日（水）

2月2日（火）～3月10日（木）

9月15日（火）～12月23日（水）

きっと見つかる自分にできるボランティア

【学校適応指導教室「ふれあい教室」の開設】
　様々な要因により学校に登校できない児童・生徒に対して、学
校や関係各機関と連携を図りながら学校復帰に向けたお手伝
いをしています。少人数集団の中で、指導員や周囲の児童・生徒
たちと関わり合いながら、学習・運動・校外学習・調理実習等、多
様な活動を行い、学校復帰を目指しています。

草加市生涯学習　もしくは
http://soka.mypl.net/soka-life-learn/

●電話相談は随時行っております。
●面接相談は予約制です。電話等でお申し込み下さい。
①申し込み・予約
　電話受付時間：平日　午前9時から午後5時まで
　 耳の不自由な方はFAXでもお受けします。
②来室・受付・相談
　予約時刻までにお越しください。
　係の者がお部屋までご案内いたします。

日　時

会　場
定　員
対象者
持ち物

申込み

相談の手順相談の手順

現在、このサイトへの登録団体を随時募集しております。
詳しくは生涯学習課までお問い合わせください。
電話 048-922-2819　FAX 048-922-3498
メールアドレス shogaigaku@city.soka.saitama.jp まで。
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このサイトへは

で検索してください。

7月25日（土）～8月30日（日）
7月25日（土）
8月8日（土）
8月22日（土）
10月～11月（全2回）
11月～1月（全5回）
1月10日（日）
2月28日（日）

企画展「新収蔵資料展」
　・講座「古写真により草加の歴史を学ぶ」
　～幻灯機と映像文化の歴史～
　　　　　　　　　7月5日（日）午後2時～午後4時

企画展「日光街道草加宿と参勤交代」
　・講座「日光街道草加宿と参勤交代」
　　　　　　　　　10月3日（土）午後2時～午後4時
企画展「草加宿つるしひな展」 ・記念品配布3月3日（木）

子どもたちの自由研究相談とビデオライブラリー
子ども体験教室① 火打ち石・火起こしとせんべい焼き
子ども体験教室② 竹とんぼ・竹馬・竹水鉄砲
子ども体験教室③ 足踏みミシンによる雑巾作り
つるしひな制作講習会
古文書講座（基礎講座編）
昔遊び大会（草加お宝かるた）
歴史講座「江戸時代の街道と日光道中」

ミニ企画「七夕かざり」

※相談対象者は、市内在住の就学予定児、小中学校の児童・生徒及びその保護者です。

教 育 相 談
相談内容　学校生活や家庭生活等での心配や
　　　　お困りのことについて相談に応じます。
　　　　（不登校・非行問題・虐待・生活全般
　　　　・就学・発達相談等）
日　時　毎週月曜日から金曜日午前９時から午後5時まで
　　　　（子どもの心理面について臨床心理士等による相
　　　　談日は木・金曜日）
ことばの相談
相談内容　言葉・聞こえ等の相談に、言語聴覚士が対応します。
日　時　毎週月・火曜日午前9時から午後4時まで
発 達 相 談
相談内容　発達及び就学についての相談に、臨床心理士が対
　　　　応します。
日　時　毎週火・水・木・金曜日午前9時から午後5時まで

草加の子どもたちに安全で美味しい給食を一緒に作りませんか。
残業がないのでお子さんのいる方も働きやすい環境です☆
○給　　与  時給880円（平均月収119,680円）ボーナス・賃金加算・通勤手当（条件付）もあります。
○勤務時間  月～金　午前8時30分から午後5時　○社会保険、雇用保険加入
興味のある方は履歴書を総務企画課（電話048-922-2497）へご持参ください。
登録された方には欠員が生じ次第、連絡を差し上げます。

　　　8月2日（日）
　　　午前10時から正午まで
　　　8月9日（日）
　　　午前10時から正午まで
草加市社会福祉協議会会議室
各10組
小学生及びその保護者
筆記用具・飲み物等
ボランティアセンター（電話
048-932-6772）にて受け付
けます。なお、定員になり次第
締め切らせていただきます。

点字
体験

手話
体験

市立小学校の調理士（臨時職員）を募集します

①夏休みボランティア体験（中学生以上）
　夏休み中の学生の皆さんを対象に、地域の福祉施設
や保育園等のボランティアを募集しています。興味のあ
る方は、活動する際の情報提供や紹介を行っています
ので、この機会にぜひボランティアセンターまでご連絡
ください。
②手話・点字親子体験
　「手話で会話をしてみたい。」
　「点字は、どうやって打つの。」
　「障がい者が困っているときにどんな手助けができる
んだろう？」
　夏休みに親子で学べる点字と手話の体験会を開催し
ます。きっと夏休みの思い出の１ページになるはず・・・。
興味のある方は、ぜひボランティアセンターまでご連絡
ください。

1F 社会福祉協議会
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