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訪ねてみました
宿場町の雰囲気を今に伝える「藤城家」

さんがわぶき

ひさし

はり

　旧日光街道の宿場・旧草加宿のほぼ中央に
位置している『藤城家住宅店舗・内蔵・外蔵』は、
宿場町の典型的な歴史景観を伝える代表的な
建造物です。
　店舗部分は木造二階建ての桟瓦葺仕様と
なっています。二階部分は開口部を障子と雨戸、
縦格子とする座敷で、一階部分は大きく持ち出
した庇部分を巧みに店舗部分に取り込み、畳
敷きの張り出た売り場は商家の佇まいそのも
のです。建築年代は、梁の銘から昭和11年
（1936）であるとわかります。外蔵は店舗より
古く、明治初期の建物であると思われます。
　建物が現在の配置となったのは数年前のこ

とで、以前は店舗に続けて座敷と内蔵、奥には
さらに広い座敷が連なり、敷地の奥には数棟
の穀物蔵がありました。間口が狭く、奥行が深
い敷地を上手に利用した宿場町の様子を伝え
ていました。
　藤城家住宅は、江戸時代の宿場町の面影を
今に伝える貴重な建物であり、「国の歴史的景
観に寄与しているもの」であることが認められ、
平成25年6月21日に国の登録有形文化財（建
造物）に登録されました。これにより、市内では
歴史民俗資料館に次いで2件目の登録有形文
化財が誕生しました。
　なお、見学は店舗外観のみとなります。

基礎学力向上に向けて「草加寺子屋」を実施基礎学力向上に向けて「草加寺子屋」を実施算数
数学
算数
数学
　草加市教育委員会では、平成２５年６月から「草加寺子屋（土曜学習）」を実施し、自学自習の場を提供しています。
　算数・数学の基礎学力を身に付けたいと願う小中学生が、学年の学習進度に合わせた算数・数学の学習プリントを使い、
学習に取り組んでいます。算数・数学の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。

文化財文化財…⑮

２ 定　　員
各校・各会場ごとに70名程度

３ 学習内容
算数・数学（授業で学習したことの復習となる、基礎・基本の問題）

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
　限定させていただいております。あらかじめご了承ください。

５ 開催回数等
【小学生】年間 9 回　原則として、毎月第2又は第4土曜日（午前9時00分～午前11時00分）
【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）

６ 参加申込方法
定員に満たない会場については、参加希望者を随時受け付けています。
学校から配布された「参加希望書」に必要事項を記入し、学校（担任）へ提出してください。
「参加希望書」は、草加市のホームページからダウンロードすることもできます。
※お問い合わせは、指導課まで　電話048-922-2748　FAX048-928-1178

第4土曜日に開催する小学校
高砂小・新田小・栄小・川柳小・瀬崎小
花栗南小・氷川小・長栄小・青柳小・両新田小

第2土曜日に開催する小学校
草加小・谷塚小・西町小・新里小・八幡小・新栄小
清門小・稲荷小・八幡北小・小山小・松原小

１ 開催場所
【小学生対象】市内小学校21校
【中学生対象】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



☆学校総合体育大会県大会結果
（入賞者）
【陸上競技】
（男子）
　１年１５００ｍ走 　
　第３位　市村　朋樹（瀬崎中）
　棒高跳び
　第８位　川口　　憧（草加中）
　砲丸投げ
　第１位　秋場　康太（花栗中）
（女子）
　３年１００ｍ走
　第４位　船渡　彩寧（谷塚中）
　８００ｍ走
　第７位　土屋　杏樹（瀬崎中）
　第８位　渡辺明日香（瀬崎中）
　１５００ｍ走
　第４位　平山ほのか（瀬崎中）
　第８位　土屋　杏樹（瀬崎中）
　１００ｍハードル走
　第４位　田代　麗美（新栄中）
　走り高跳び
　第５位　高橋　礼奈（新栄中）

　走り幅跳び
　第２位　高橋　礼奈（新栄中）
　四種競技
　第６位　落合沙莉依（草加中）
　女子総合
　第８位　新栄中学校
【水泳】
（男子）
　１００ｍバタフライ
　第７位　佐藤　　誠（両新田中）
　２００ｍバタフライ
　第５位　佐藤　　誠（両新田中）
　４００ｍリレー
　第７位　新田中学校
（女子）
　４００ｍ自由形
　第６位　冨澤　彩乃（新田中）
　１００ｍ背泳ぎ
　第６位　林　　香波（瀬崎中）
　２００ｍ背泳ぎ
　第７位　林　　香波（瀬崎中）
　１００ｍバタフライ
　第９位　古室　栞音（栄中）

　２００ｍバタフライ
　第６位　古室　栞音（栄中）
　４００ｍ個人メドレー
　第７位　馬場　柚夏（瀬崎中）
　４００ｍリレー
　第10位　栄中学校
　４００ｍメドレーリレー
　第２位　瀬崎中学校
　第10位　栄中学校
　女子学校総合
　第９位　瀬崎中学校
【体操競技】
（男子）
　団体
　第１位　栄中学校
　個人総合
　第１位　加藤　裕斗（栄中）
　第２位　井上　博稔（栄中）
　ゆか　
　第１位　加藤　裕斗（栄中）
　第２位　井上　博稔（栄中）
　あん馬
　第１位　井上　博稔（栄中）
　第２位　加藤　裕斗（栄中）
　跳馬
　第１位　加藤　裕斗（栄中）
　第２位　井上　博稔（栄中）
　鉄棒
　第１位　加藤　裕斗（栄中）
【硬式テニス】
（男子）
　ダブルス
　第３位　安原・角田（両新田中）
　シングルス
　第３位　蓮見　亮登（松江中）
（女子）
　シングルス
　第５位　田中　優菜（花栗中）
【相撲】
　軽量
　第２位　竹田　有吾（谷塚中）
　無差別
　第５位　伊藤　　周（谷塚中）
☆平成24年度
　埼玉県駅伝競走大会
　中学校　女子の部
　第３位　瀬崎中学校
☆平成24年度
　関東大会結果（入賞者）
【陸上競技】
（男子）
　砲丸投げ
　第４位　秋場　康太（花栗中）
　１年１５００ｍ走
　第８位　市村　朋樹（瀬崎中）
（女子）
　走り幅跳び
　第６位　高橋　礼奈（新栄中）
【水泳】
（男子）
　４００ｍメドレーリレーベスト４
　新田中学校

　４００ｍリレー
　第８位　新田中学校
【体操】
（男子）
　団体 
　第２位　栄中学校
　個人総合
　第３位　加藤　裕斗（栄中）
　第６位　井上　博稔（栄中）
　ゆか
　第１位　加藤　裕斗（栄中）
　跳馬
　第１位　井上　博稔（栄中）
　第４位　加藤　裕斗（栄中）
　あん馬
　第５位　井上　博稔（栄中）
【相撲】
　団体戦
　第５位　谷塚中学校
【テニス】
（男子）
　シングルス
　第３位　蓮見　亮登（松江中）
【駅伝】
（女子）
　第７位　瀬崎中学校
☆平成２４年度
　全国大会（入賞者及び出場者）
【陸上競技】
（男子）
　砲丸投げ
　第10位　秋場　康太（花栗中）
（女子）
　走り幅跳び
　出　場　高橋　礼奈（新栄中）
　８００ｍ走
　出　場　渡辺明日香（瀬崎中）
　１５００ｍ走
　出　場　平山ほのか（瀬崎中）
【体操】
（男子）
　団体
　第３位　栄中学校
　個人総合
　第３位　加藤　裕斗（栄中）
　ゆか
　第３位　加藤　裕斗（栄中）
　あん馬
　第３位　加藤　裕斗（栄中）
　第５位　井上　博稔（栄中）
【テニス】
（男子）
　シングルス
　ベスト16　蓮見　亮登（松江中）
【水泳】
（女子）
　４００ｍ自由形
　出　場　冨澤　彩乃（新田中）
　４００ｍメドレーリレー
　出　場　瀬崎中学校

　平成25年7月20日号……23……平成25年7月20日号　

　市では、生まれてから中学校卒業までの育ちを共に支える、幼稚園、保育園、小学校、中学校の連携を推進しています。
　昨年度、教育委員会に「子ども教育連携推進室」を設置するとともに、「子ども教育連携推進委員会」を立ち上げ、市内の保護者・教
職員、約１万１千人を対象に、子どもたちの生活・学習についての実態調査を行いました。
　その結果を踏まえ、平成25年３月に「草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画」を取りまとめました。
　基本方針では、「生まれてから中学校卒業までの育ちを共に支える」ため、「幼稚園、保育園、小学校、中学校」に加え、「家庭」と
も連携を図り、子どもたちの自ら学ぶ力、考える力などの「生きる力」を育成する、としています。
　平成25年度は、基本方針に基づき設置される専門部会において、小学校入学前後、中学校入学前後に園や学校で実施する「接続期プロ
グラム」などを策定します。また、園児の小学校体験、児童の中学校体験、教職員の意見交換会など、幼稚園・保育園・小学校・中学校
の交流・連携を充実しています。
　家庭教育への支援についても充実させ、子どもの成長に合わせた親としての関わり方が分かるリーフレットの作成・配布や、保護者向
けの講演会などを実施します。

「幼保小中」教育の連携を推進

「エアコン設置」
　　　　　　全小中学校へ

「いじめ撲滅サミット」の開催

～自ら学び、心豊かに、たくましく生きる子どもを育てる～

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24年度

平成２５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。

　近代化に伴う温暖化の影響により、夏の猛暑による熱中症などは深刻な社会
問題となっている中、草加市では、児童及び生徒の健康への配慮、学習に集中
できる環境の整備を目的として、平成２６年度の稼動に向け、市内小中学校の
普通教室へエアコンの設置を進めます。

●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　　図書館職員がおり、図書の貸出・返却・予約本受付・
　　　　　　　利用登録等、中央図書館本館とほぼ同様の手続きがで
　　　　　　　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　　図書館職員がおり、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 922-5344　柿木公民館 931-3117　谷
　塚西公民館 927-3362　新田西文化センター 942-0778　谷塚文化
　センター 928-6271　川柳文化センター 936-4088）
　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。
　ただし、公民館には図書館職員がいないため、手続きや確認にお時間
　いただく場合がございます。また、インターネット利用の際に必要な
　パスワード登録はできませんので、あらかじめご了承ください。

　※くわしくは、草加市立中央図書館まで　電話　048-946-3000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　048-944-3800

　今年も市の保養施設「奥日光自然の家」が5月3日（金）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3日（金）～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

　　　　　　電話　048-922-2643　FAX　048-928-1178

地域開放型図書室・サービスコーナー

公　　民　　館

図書の貸出・返却・予約等ができる施設のご案内

クリンソウ（６月）

知

基礎学力

基礎学力　　　《知識・技能　　　学ぶ意欲　　思考力・判断力・表現力》

規律ある生活 健康・体力

徳 体

○文章をすらすらと読み、内容
　を読み取ることができる。

○発達段階に応じ、自分の考え
　を文章に書くことができる。

○漢字等を正しく読んだり書
　いたりすることができる。

○整数・小数・分数の四則計算が確実にできる。
○時刻と時間・長さ・かさ・重さの単位の関
　係がわかる。
○基本的な図形の面積・体積を求めることができる。

○正負の数・文字・根号を含む式の計算が
　できる。
○方程式を解くことができる。
○基本的な図形の性質がわかる。

○英語に慣れ親しむ。

○基本的な単語や文
章を読んだり書い
たりすることがで
きる。

国語 算数・数学 外国語活動・英語

小
学
校

中
学
校

読み・書き・計算の基礎・基本の内容を身に付けた学力を土台として、学習指導要領の確実な定着を図る。

5 月 3日（金）から 11月上旬まで

宿泊施設(西館)宿泊施設(西館)

奥日光自然の家奥日光自然の家

生まれてから中学校卒業
までの育ちを共に支える

生きる力

規律ある生活　《礼を正す　　場を清める　　時を守る》

○登下校の時刻を守る。
○正しい生活習慣を身に付ける。
○身の回りの整理整頓ができる。

○場に応じたあいさつ、返事をする。
○感謝の気持ちを言葉で表す。
○自他を大切にする。

○学習環境を整える。
○集団のきまりを守る。
○身なりを整える。

けじめのある生活 礼儀正しく人と接する 約束やきまりを守る

　社会の一員として守らなければならないきまりや行動の仕方を身に付け、時と場に応じて自ら行動し、け
じめがあり、責任のある行動がとれる。

健康・体力　　《元気に運動　　しっかり食事　　ぐっすり睡眠》

元気に運動 しっかり食事 ぐっすり睡眠

○進んで運動に取り組む。 ○バランスの取れた朝食をとる。 ○早寝早起きを心がける。

　子どもたちが明るく豊かで活力のある生活を営むために、子どもたち一人一人が「体力向上目標値」を設定
し、体力向上を図る。

日時

場所

内容

対象

平成２５年８月28日（水）
午後２時から午後４時３０分まで

草加市立中央公民館ホール

○「いじめ撲滅」に取り組んだ児童生徒の
　実践発表
○「いじめ撲滅サミット宣言」の協議・採択
○「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
○保護者（各校ＰＴＡ又はＣＦＣ役員）
　の代表
○民生委員の代表

　現在、中央図書館では、本館以外で図書の貸出・返却・予
約等の手続きができる施設を開設しています。

草加っ子の基礎・基本
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　第４位　田代　麗美（新栄中）
　走り高跳び
　第５位　高橋　礼奈（新栄中）

　走り幅跳び
　第２位　高橋　礼奈（新栄中）
　四種競技
　第６位　落合沙莉依（草加中）
　女子総合
　第８位　新栄中学校
【水泳】
（男子）
　１００ｍバタフライ
　第７位　佐藤　　誠（両新田中）
　２００ｍバタフライ
　第５位　佐藤　　誠（両新田中）
　４００ｍリレー
　第７位　新田中学校
（女子）
　４００ｍ自由形
　第６位　冨澤　彩乃（新田中）
　１００ｍ背泳ぎ
　第６位　林　　香波（瀬崎中）
　２００ｍ背泳ぎ
　第７位　林　　香波（瀬崎中）
　１００ｍバタフライ
　第９位　古室　栞音（栄中）

　２００ｍバタフライ
　第６位　古室　栞音（栄中）
　４００ｍ個人メドレー
　第７位　馬場　柚夏（瀬崎中）
　４００ｍリレー
　第10位　栄中学校
　４００ｍメドレーリレー
　第２位　瀬崎中学校
　第10位　栄中学校
　女子学校総合
　第９位　瀬崎中学校
【体操競技】
（男子）
　団体
　第１位　栄中学校
　個人総合
　第１位　加藤　裕斗（栄中）
　第２位　井上　博稔（栄中）
　ゆか　
　第１位　加藤　裕斗（栄中）
　第２位　井上　博稔（栄中）
　あん馬
　第１位　井上　博稔（栄中）
　第２位　加藤　裕斗（栄中）
　跳馬
　第１位　加藤　裕斗（栄中）
　第２位　井上　博稔（栄中）
　鉄棒
　第１位　加藤　裕斗（栄中）
【硬式テニス】
（男子）
　ダブルス
　第３位　安原・角田（両新田中）
　シングルス
　第３位　蓮見　亮登（松江中）
（女子）
　シングルス
　第５位　田中　優菜（花栗中）
【相撲】
　軽量
　第２位　竹田　有吾（谷塚中）
　無差別
　第５位　伊藤　　周（谷塚中）
☆平成24年度
　埼玉県駅伝競走大会
　中学校　女子の部
　第３位　瀬崎中学校
☆平成24年度
　関東大会結果（入賞者）
【陸上競技】
（男子）
　砲丸投げ
　第４位　秋場　康太（花栗中）
　１年１５００ｍ走
　第８位　市村　朋樹（瀬崎中）
（女子）
　走り幅跳び
　第６位　高橋　礼奈（新栄中）
【水泳】
（男子）
　４００ｍメドレーリレーベスト４
　新田中学校

　４００ｍリレー
　第８位　新田中学校
【体操】
（男子）
　団体 
　第２位　栄中学校
　個人総合
　第３位　加藤　裕斗（栄中）
　第６位　井上　博稔（栄中）
　ゆか
　第１位　加藤　裕斗（栄中）
　跳馬
　第１位　井上　博稔（栄中）
　第４位　加藤　裕斗（栄中）
　あん馬
　第５位　井上　博稔（栄中）
【相撲】
　団体戦
　第５位　谷塚中学校
【テニス】
（男子）
　シングルス
　第３位　蓮見　亮登（松江中）
【駅伝】
（女子）
　第７位　瀬崎中学校
☆平成２４年度
　全国大会（入賞者及び出場者）
【陸上競技】
（男子）
　砲丸投げ
　第10位　秋場　康太（花栗中）
（女子）
　走り幅跳び
　出　場　高橋　礼奈（新栄中）
　８００ｍ走
　出　場　渡辺明日香（瀬崎中）
　１５００ｍ走
　出　場　平山ほのか（瀬崎中）
【体操】
（男子）
　団体
　第３位　栄中学校
　個人総合
　第３位　加藤　裕斗（栄中）
　ゆか
　第３位　加藤　裕斗（栄中）
　あん馬
　第３位　加藤　裕斗（栄中）
　第５位　井上　博稔（栄中）
【テニス】
（男子）
　シングルス
　ベスト16　蓮見　亮登（松江中）
【水泳】
（女子）
　４００ｍ自由形
　出　場　冨澤　彩乃（新田中）
　４００ｍメドレーリレー
　出　場　瀬崎中学校
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　市では、生まれてから中学校卒業までの育ちを共に支える、幼稚園、保育園、小学校、中学校の連携を推進しています。
　昨年度、教育委員会に「子ども教育連携推進室」を設置するとともに、「子ども教育連携推進委員会」を立ち上げ、市内の保護者・教
職員、約１万１千人を対象に、子どもたちの生活・学習についての実態調査を行いました。
　その結果を踏まえ、平成25年３月に「草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画」を取りまとめました。
　基本方針では、「生まれてから中学校卒業までの育ちを共に支える」ため、「幼稚園、保育園、小学校、中学校」に加え、「家庭」と
も連携を図り、子どもたちの自ら学ぶ力、考える力などの「生きる力」を育成する、としています。
　平成25年度は、基本方針に基づき設置される専門部会において、小学校入学前後、中学校入学前後に園や学校で実施する「接続期プロ
グラム」などを策定します。また、園児の小学校体験、児童の中学校体験、教職員の意見交換会など、幼稚園・保育園・小学校・中学校
の交流・連携を充実しています。
　家庭教育への支援についても充実させ、子どもの成長に合わせた親としての関わり方が分かるリーフレットの作成・配布や、保護者向
けの講演会などを実施します。

「幼保小中」教育の連携を推進

「エアコン設置」
　　　　　　全小中学校へ

「いじめ撲滅サミット」の開催

～自ら学び、心豊かに、たくましく生きる子どもを育てる～

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24年度

平成２５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。

　近代化に伴う温暖化の影響により、夏の猛暑による熱中症などは深刻な社会
問題となっている中、草加市では、児童及び生徒の健康への配慮、学習に集中
できる環境の整備を目的として、平成２６年度の稼動に向け、市内小中学校の
普通教室へエアコンの設置を進めます。

●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　　図書館職員がおり、図書の貸出・返却・予約本受付・
　　　　　　　利用登録等、中央図書館本館とほぼ同様の手続きがで
　　　　　　　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　　図書館職員がおり、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 922-5344　柿木公民館 931-3117　谷
　塚西公民館 927-3362　新田西文化センター 942-0778　谷塚文化
　センター 928-6271　川柳文化センター 936-4088）
　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。
　ただし、公民館には図書館職員がいないため、手続きや確認にお時間
　いただく場合がございます。また、インターネット利用の際に必要な
　パスワード登録はできませんので、あらかじめご了承ください。

　※くわしくは、草加市立中央図書館まで　電話　048-946-3000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　048-944-3800

　今年も市の保養施設「奥日光自然の家」が5月3日（金）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3日（金）～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

　　　　　　電話　048-922-2643　FAX　048-928-1178

地域開放型図書室・サービスコーナー

公　　民　　館

図書の貸出・返却・予約等ができる施設のご案内

クリンソウ（６月）

知

基礎学力

基礎学力　　　《知識・技能　　　学ぶ意欲　　思考力・判断力・表現力》

規律ある生活 健康・体力

徳 体

○文章をすらすらと読み、内容
　を読み取ることができる。

○発達段階に応じ、自分の考え
　を文章に書くことができる。

○漢字等を正しく読んだり書
　いたりすることができる。

○整数・小数・分数の四則計算が確実にできる。
○時刻と時間・長さ・かさ・重さの単位の関
　係がわかる。
○基本的な図形の面積・体積を求めることができる。

○正負の数・文字・根号を含む式の計算が
　できる。
○方程式を解くことができる。
○基本的な図形の性質がわかる。

○英語に慣れ親しむ。

○基本的な単語や文
章を読んだり書い
たりすることがで
きる。

国語 算数・数学 外国語活動・英語

小
学
校

中
学
校

読み・書き・計算の基礎・基本の内容を身に付けた学力を土台として、学習指導要領の確実な定着を図る。

5 月 3日（金）から 11月上旬まで

宿泊施設(西館)宿泊施設(西館)

奥日光自然の家奥日光自然の家

生まれてから中学校卒業
までの育ちを共に支える

生きる力

規律ある生活　《礼を正す　　場を清める　　時を守る》

○登下校の時刻を守る。
○正しい生活習慣を身に付ける。
○身の回りの整理整頓ができる。

○場に応じたあいさつ、返事をする。
○感謝の気持ちを言葉で表す。
○自他を大切にする。

○学習環境を整える。
○集団のきまりを守る。
○身なりを整える。

けじめのある生活 礼儀正しく人と接する 約束やきまりを守る

　社会の一員として守らなければならないきまりや行動の仕方を身に付け、時と場に応じて自ら行動し、け
じめがあり、責任のある行動がとれる。

健康・体力　　《元気に運動　　しっかり食事　　ぐっすり睡眠》

元気に運動 しっかり食事 ぐっすり睡眠

○進んで運動に取り組む。 ○バランスの取れた朝食をとる。 ○早寝早起きを心がける。

　子どもたちが明るく豊かで活力のある生活を営むために、子どもたち一人一人が「体力向上目標値」を設定
し、体力向上を図る。

日時

場所

内容

対象

平成２５年８月28日（水）
午後２時から午後４時３０分まで

草加市立中央公民館ホール

○「いじめ撲滅」に取り組んだ児童生徒の
　実践発表
○「いじめ撲滅サミット宣言」の協議・採択
○「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
○保護者（各校ＰＴＡ又はＣＦＣ役員）
　の代表
○民生委員の代表

　現在、中央図書館では、本館以外で図書の貸出・返却・予
約等の手続きができる施設を開設しています。

草加っ子の基礎・基本
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◆「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　草加市教育委員会教育総務部総務企画課　◆電話 048（922）0151（代表）　FAX 048（928）1178

「指導者バンクガイドブック」
　生涯学習指導者バンクは、生涯学習に関する指導者の情
報を登録し、学習を希望する人に提供するものです。現在、
手芸・パソコン・書道・ダンス・歌・料理・マジックなど、様々な分
野の講師が登録しています。何か習い事を始めたい、サーク
ルの講師を探している、そんな時に指導者バンクガイドブッ
クをご活用ください。

「ガイドブックマイステージ サークル紹介」
　市内の公共施設で活動しているサークル等の情報を掲載
しています。幅広い分野のサークルが日々楽しく活動してい
ます。余暇を有効に使いたい方、何か趣味を始めたい方、仲
間づくりをしたい方、ぜひ『ガイドブックマイステージ　サー
クル紹介』で、きっかけをつくりませんか。

　以上の冊子は、市役所生涯学習課・情報コーナー、公民館・
文化センター、コミュニティセンター、サービスセンター等で
配布します。お問い合わせは 生涯学習課（電話922-2819 
FAX922-3498）まで。

　教育支援室では、教育相談・発達相談・就学相談等
に関する悩みや不安を抱えているお子さんやご家族の
方々の多様な相談に対応し、解決に向けての支援、助
言を行っています。

教育支援室の利用案内
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　毎週月から金曜日　9：00～17：00
　　　　　　　　　　　　子どもの心理面について臨床心理士等による相談日は月・木曜日

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　9：00～16：00

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　9：00～17：00

※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。
※面接相談の場合は予約が必要です。ただし、電話による相談は随時行っています。

いじめ等の悩み相談電話　フリーダイヤル 0120-384783

一般相談・発達相談　電話048-933-7591　FAX 048-933-7590

【学校適応指導教室
「ふれあい教室」の開設】
　様々な要因により登校
できない児童生徒に対し
て、学校と連携を図りなが
ら学校復帰に向けてのお
手伝いをしています。少人
数集団の中で、学習を始め
多様な活動を行っています。

教育支援室
教育支援室案内図
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1F 社会福祉協議会

　今から87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
情報誌の活用を
生涯学習

情報誌の活用を
●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（FAX共通）
●アクセス…草加駅東口から「駅前一番通り」を北へ、徒歩約5分

草加小学校に隣接
●入 館 料…無料
●常設展示…綾瀬川の丸木舟（縄文時代）、谷塚地域から発掘された土器

（古墳時代）、懐かしい農機具、せんべい製造機具、明治天皇の
行在所となった大川邸復元模型、手代町面芝居資料ほか

【
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

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。

開催中～8月18日（日）
9月1日（日）～10月31日（木）

11月8日（金）～12月23日（祝）

11月10日(日)
2月1日(土)～3月9日(日)

企画展「草加の河川の歴史展」
開館30年周年特別企画展「草加松原の歴史展」
開館30年周年特別企画展
「歴史民俗資料館30年のあゆみ」
開館30周年記念式典
企画展「ひな人形、つりひなと源氏物語貝合わせ展」

開催日 企画名

7月23日（火）～8月30日（金）

7月20日（土）

7月27日（土）

8月24日（土）

10月5日（土）
10月～11月（全2回×2コース）

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
歴史講座「日光杉並木と裏見の滝を訪ねて」
つりひな制作講習会

開催日 講座名・教室名

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。
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