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第二次草加市教育振興基本計画
 「笑顔かがやく草加教育プラン」を策定しました！

　教育委員会では、第一次計画の基本理念である「生きる力を共に教え
育てる草加の教育」を継承し、第二次草加市教育振興基本計画「笑顔か
がやく草加教育プラン」を平成28年2月に策定しました。平成28年4月
から学校、家庭、地域と連携して、15の施策に取り組んでいます。

計画の全体については、ホームページで公開しています。　　　http://www.city.soka.saitama.jp/kyoiku/index.html

基本理念 基本構成

　教育の出発点は家庭にあることから、家庭や地域と連携して子ど
もの育ちを支えるための、講座・講演を開催し、啓発のリーフレット
を配布しています。

　乳幼児期、小学校入学準備期、思春
期それぞれの時期の子育てをテーマ
にした、専門家による講演会です。

１　一人ひとりのよさや可能性が発揮される
　　学校教育の推進
２　安全安心な教育環境整備の推進
３　学校・家庭・地域の連携の推進

４　地域の力をはぐくむ生涯学習活動の推進

５　人権教育の推進

Ⅰ　生きる力を育てる子ども教育
　　の推進

Ⅱ　生きる力をはぐくむ学縁都市
　　そうかの推進

Ⅲ　人権を尊重しあう教育の推進

基本目標

生きる力を
共に教え
育てる
草加の教育

0歳から15歳までの「学び」「心」を結ぶ

家庭・地域での教育

子育て講演会

　他の保護者と話し合いながら、今ま
での子育てを振り返るなどします。

「親の学習」講座 笑顔で子育て 家庭学習のすすめ

０歳

　子どもの発達
の時期ごとに、
家庭で大切にし
たいことを紹介
しています。

　家庭と学校の
学びをつなげる
ためのコツやポ
イントをまとめ
ています。

中学校教育

幼児期の教育

　人格形成の基礎が培われる重要な乳幼児期の教育について、発達
の段階にあわせて経験させたい内容をまとめた資料です。
　このプログラムを、市内すべての幼稚園・保育園・認定こども園に配布
しています。

草加っ子にこにこわくわくプラン
～草加市乳幼児期保育・教育課程～

　親子で楽しみながら、小学校入学の準備ができるリーフレットや、幼児期の「遊び（生活）」を通した学びを
小学校の学びにつなげるカリキュラムを編成するための教職員向けの指導資料を作成し、配布しています。

もうすぐ１年生&幼保小接続期プログラム

　親子が安心して、中学校進学の準備ができるよ
うに、中学校生活の様子をまとめたリーフレットや、
小中学校９年間を通じた教育を実施するための
教職員向け指導資料を作成し、配布しています。

エンジョイ！中学校生活&
小中連携プログラム

　小中学校９年間を通じた算数・数学の教育を実施する
ための教職員向け指導資料を作成し、配布しています。

MATH・MATH単元
ナビ＆ガイド

小中学校 教育課程指導資料（算数・数学）

「自ら学び、心豊かに、
たくましく生きる」
草加っ子

草加発
！

幼保小中を一貫した草加の教育を目指します
　0歳から15歳までを、子どもたち一人ひとりに「生きる力」をはぐくむ
連続した教育期間ととらえ、園・学校・家庭・地域が共に子どもの育ちを
支える「子ども教育」の連携を推進しています。

乗り入れ授業
　中学校の教員が
小学校で定期的に
授業を行うもので
す。
　市内すべての小
中学校が連携して
実施しています。
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平成28年度から
土曜授業を実施しています！サタデースクール草加

　第二次草加市教育振興基本計画「笑顔かがやく草加教育プラン」に基づき「施策１－１　学ぶ力を伸ばす児童生徒の育成」の主な取組の一つとして
「土曜授業」を年間で５回実施しています。さらに、夏季休業日を３日間短縮します。

⑴　目的
　★　授業時数のより十分な確保を図ります。
　★　土曜日等における児童生徒の有意義な過ごし方を支

援します。
　★　開かれた学校づくりをより一層推進します。

⑵　期待される効果
　★　授業時数を増やし、教育課程にゆとりをもたせるこ

とができ、学力の向上につなげることができます。
　★　子どもと向き合う時間や場を増やすことができ、教

員と児童生徒との信頼関係を深め、児童生徒がより
一層安心して学校生活を送ることができます。

　★　学校・家庭・地域が一体となった体験活動や公開授
業が実施しやすくなり、学習活動を広げることがで
きるとともに、より一層連携を深めることができま
す。

⑶　実施内容・実施方法
　●　土曜授業を年間で５回(原則６・７・９・11・１月の

第２土曜日の半日)実施します。
　　　※平成28年度は次の日程です。
　　　　６月11日(土)、７月９日(土)、９月10日(土)、　

11月12日(土)、１月14日(土)
　●　土曜授業は通常授業を行います。ただし次の事項も

含むものとします。

　　①　保護者・地域との連携協力による体験活動及び学校行事
　　②　保護者・地域への公開授業
　　③　児童生徒の習熟の程度に応じた補充・発展的学習
　●　夏季休業日を８月末から３日間(土日を含まず)短縮し、その最初の日を始業日とします。
　　　※平成28年度は８月29日(月)が始業式となり、８月30日、31日は授業を行います。
　●　開校記念日(平日)は授業日とします。

　平成28年度の教育費予算は、第二次草加市教育振興基本計画「笑顔かがやく草加教育プラン」のもと、子どもたちに必要な「生きる力」を
はぐくむための施策の推進に必要な予算を編成しました。概要については、次のとおりです。

　平成28年度に行う、主な事業についてご紹介します。

　平成28年度教育費予算は４５億５３０万円で、一般会計予算７１４億８４００万円に占める教育費の割合は
６.３％です。また、教育費の内訳、主な使い道は次のとおりです。

※文化・スポーツ振興、幼稚園就園奨励、青少年育成に関する事務は、市長部局に移管しているため、教育費予算には含まれていません。
※端数処理により、実際の予算額とは異なります。

★教育総務費…教育委員会運営費、学校教育補助員・ALT（語学指導助手）等の配置、学力向上
や子ども教育の連携への取組、入学準備金・奨学資金の貸付など

★小学校費……小学校施設におけるエアコン設備などの維持管理や施設整備、学校給食の運営、
ＩＣＴ教育環境の整備、学校図書館蔵書整備、就学援助など

★中学校費……中学校施設におけるエアコン設備などの維持管理や施設整備、学校給食の運営、
ＩＣＴ教育環境の整備、学校図書館蔵書整備、就学援助など

★社会教育費…公民館や図書館等の維持管理の経費、文化財の保護、そうか市民大学や大学講座
の開催など生涯学習に関する経費など

平成２８年度 教育予算の概要

平成２８年度教育予算の状況

平成２８年度の主要事業

タブレット型コンピュータ、電子
黒板等の整備を順次行い、指導方
法・指導体制の工夫改善を通じ、
協働型・双方向型の授業（アクテ
ィブラーニング）の推進を図りま
す。

ＩＣＴ教育環境の整備

いじめ・不登校・児童虐待等、問
題を抱える児童生徒を支援するた
め、スクールソーシャルワーカー
を２人増員（うち、市費１人）し、
３人体制で支援します。

スクールソーシャルワーカー
活用体制の整備

幼稚園・保育園・認定こども園・
小学校・中学校と家庭、地域との
連携を一層強化して、子どもたち
の育ちにふさわしい、柔軟かつ効
果的な教育に取り組みます。

子ども教育の連携の推進

グローバル化に対応した児童生徒
の育成に向けて、ＡＬＴ（語学指
導助手）を20人配置し、外国語
活動、英語を充実させます（中学
校には各校１人を配置）。

ALT（語学指導助手）の拡充

市内特別支援学級で、障がいを抱
える児童生徒一人ひとりにきめ細
かな支援等を行うため、特別支援
教育支援員を３人増員し、30人体
制で支援します。

特別支援教育支援員の拡充

草加松原を計画的に末永く保存・
活用していくため、保存活用計画
を策定します。

国指定名勝
「おくのほそ道の風景地 草加松原」

保存活用計画の策定

学力向上を図るため、市独自の学
力・学習状況調査により児童生徒
の学力を把握します。また、学校の
課題に沿ってきめ細かな指導を充
実するため、学力向上推進校に学
力向上推進補助員を配置します。

学力向上への取組

トイレ環境を改善するため、小学
校３校３か所の改修工事を行いま
す。また、次年度以降の改修工事
に向けて、小学校９校９か所の設
計を行います。

学校教育施設の整備

児童生徒数１人あたりの予算額は？ ⇒ １４６,０６９円（学校教育に直接的に係る予算のみ。児童生徒数：H28.1.20 現在）

教育費
45億530万円

教育総務費
14億3380万円

小学校費
15億7760万円

中学校費
9億490万円

社会教育費
5億8900万円

１ 開催場所
 　　【小学生】　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　小学校３年生～中学校３年生
 　　　　　　＊参加者の定員が限られていますので、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。
 　　　　　　＊参加を希望する場合は学校に申し出てください。
５ 開催回数等　６月から２月までの土曜日13回
 　　【小学生】　午前９時～午前11時
 　　【中学生】　午前９時30分～午前11時30分
　※くわしくは、指導課まで　電話048-922-2748

　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。

土曜学習を実施します

寺子屋草
加
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☆平成27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９位　　斉藤　雄介（新田中）
　走り幅跳び
　第４位　　江川　公基（谷塚中）
　砲丸投げ
　第３位　　佐藤信太朗（青柳中）
　１年男子１５００ｍ
　第12位　　高波　慶次（谷塚中）
　８００ｍ走
　第２位　　桶谷　南実（瀬崎中）
　１５００ｍ走
　第１位　　桶谷　南実（瀬崎中）
　棒高跳び
　第５位　　河野　桃子（草加中）
　走り幅跳び
　第２位　　渡辺　紀里（新田中）
　砲丸投げ
　第５位　　中村　寧々（青柳中）
　１年女子走り幅跳び
　第６位　　藤田　真尋（谷塚中）
【水　泳】
　２００ｍ自由形
　第２位　　新井　啓太（栄中）
　４００ｍ自由形
　第６位　　渡辺　大和（栄中）
　１５００ｍ自由形
　第４位　　渡辺　大和（栄中）
　４００ｍ個人メドレー
　第３位　　新井　啓太（栄中）
　２００ｍ平泳ぎ
　第８位　　齋田　百萌（青柳中）
　２００ｍバタフライ
　第８位　　岩﨑　　蘭（瀬崎中）
　４００ｍフリーリレー
　第８位　　瀬崎中
　（岩﨑・丸山梨・吉澤・丸山桃）
　４００ｍメドレーリレー
　第８位　　瀬崎中
　（丸山梨・石井・岩﨑・丸山桃）
【体操競技】
　団体
　第１位　　栄中
　（吉田・井上・齊藤・加茂川・岩澤・平松）
　男子個人総合
　第３位　　吉田　龍世（栄中）
　第４位　　加茂川蒼天（栄中）
　個人跳馬
　第１位　　吉田　龍世（栄中）
　個人あん馬
　第２位　　吉田　龍世（栄中）
　個人ゆか
　第２位　　加茂川蒼天（栄中）
　個人鉄棒
　第３位　　加茂川蒼天（栄中）
【新体操競技】
　個人
　第２位　　岡本　瑠斗（瀬崎中）
【柔　道】
　男子個人－５５ｋｇ級
　第２位　　二本柳太一（瀬崎中）

　ベスト８　森山　　晟（谷塚中）
　　　　　－７３ｋｇ級
　第３位　　上田　　睦（谷塚中）
　女子個人－４８ｋｇ級
　ベスト８　大賀志莉子（谷塚中）
【バレーボール】
　女子
　第２位　　青柳中
【バスケットボール】
　男子
　ベスト８　新栄中
☆平成27年度　新人戦兼県民
　総合体育大会県大会結果（入賞者）
【陸上競技】
　走り幅跳び
　第５位　　小山　幸紘（栄中）
　走り高跳び
　第３位　　斉藤　雄介（新田中）
　走り高跳び　
　第７位　　森　　一輝（新田中）
　８００ｍ
　第１位　　桶谷　南実（瀬崎中）
　１５００ｍ
　第１位　　桶谷　南実（瀬崎中）
　走り高跳び
　第７位　　黒田ありさ（川柳中）
【水　泳】
　５０ｍ自由形
　第８位　　大西　　黎（新田中）
　２００ｍ自由形
　第８位　　近藤　成悟（栄中）
　４００ｍ自由形
　第２位　　渡辺　大和（栄中）
　５０ｍ平泳ぎ
　第４位　　池田　翔悟（栄中）
　２００ｍ個人メドレー
　第６位　　太田　悠雅（栄中）
　４００ｍメドレーリレー
　第６位　　栄中
　（近藤、池田、渡辺、池ノ上）
　総合男子
　第７位　　栄中
　５０ｍ背泳ぎ
　第７位　　佐藤　　優（青柳中）
　２００ｍ背泳ぎ
　第７位　　丸山　梨華（瀬崎中）
　２００ｍ平泳ぎ　　　　　　　　
　第３位　　齋田　百萌（青柳中）
　１００ｍバタフライ　　　　　　
　第６位　　永田　心愛（谷塚中）
　２００ｍバタフライ　　　　　　
　第６位　　岩﨑　　蘭（瀬崎中）
　２００ｍフリーリレー　　　　　
　第４位　　瀬崎中
　（丸山、豊田、吉澤、岩﨑）
【体　操】
　男子　団体戦
　第１位　　栄中
　（加茂川・岩澤・平松・佐藤）
　男子　個人総合
　第１位　　加茂川蒼天（栄中）
　第３位　　岩澤　将英（栄中）
　第４位　　平松　航河（栄中）

　個人ゆか
　第１位　　加茂川蒼天（栄中）
　第２位　　平松　航河（栄中）
　第３位　　岩澤　将英（栄中）
　個人跳馬
　第１位　　加茂川蒼天（栄中）
　第２位　　岩澤　将英（栄中）
　個人鉄棒
　第１位　　加茂川蒼天（栄中）
　第３位　　佐藤　　深（栄中）
【バスケットボール】
　男子
　ベスト８　松江中
【ソフトテニス】
　男子　団体戦
　第３位　　栄中
　ベスト８　草加中
【バドミントン】
　女子　団体戦
　ベスト８　草加中
【剣　道】
　女子　団体戦
　ベスト８　草加中
【柔　道】
　男子　個人戦－５５ｋｇ級
　ベスト８　森山　　晟（谷塚中）
　女子　個人戦－４８ｋｇ級
　ベスト８　大賀志莉子（谷塚中）
☆平成27年度　埼玉県駅伝競走大会
　男子
　第２位　　瀬崎中
　（伊藤、渡辺、赤羽、杉本翔、福本、
市村、杉本渉、東城、細井）
☆平成27年度　関東大会（出場者）
【陸上競技】
　砲丸投げ
　出場　　　佐藤信太朗（青柳中）
　１５００ｍ走
　第５位　　桶谷　南実（瀬崎中）
　走り幅跳び
　第４位　　渡辺　紀里（新田中）
【水　泳】
　４００ｍ自由形
　出場　　　生田目詩麗（栄中）
　２００ｍ平泳ぎ
　出場　　　齋田　百萌（青柳中）
　２００ｍバタフライ
　出場　　　岩﨑　　蘭（瀬崎中）
　４００ｍフリーリレー
　第３位　　瀬崎中
　（石井・丸山梨・岩﨑・丸山桃）
　４００ｍメドレーリレー
　第６位　　瀬崎中
　（丸山梨・石井・岩﨑・丸山桃）
　学校総合対抗
　第１位　　瀬崎中
【体操競技】
　団体
　第１位　　栄中
　（吉田・井上・齊藤・加茂川・岩澤・平松）

【柔　道】
　男子個人－５５ｋｇ級
　出場　　　二本柳太一（瀬崎中）
　　　　　－７３ｋｇ級
　出場　　　上田　　睦（谷塚中）
【バレーボール】
　女子
　出場（ベスト１６）　　青柳中
【駅　伝】
　男子
　出場　　　瀬崎中
　（伊藤、渡辺、赤羽、杉本翔、福本、
　市村、杉本渉、東城、細井）
☆平成27年度　全国大会（出場者）
【陸上競技】
　走り幅跳び
　出場　　　江川　公基（谷塚中）
　１５００ｍ走
　出場　　　桶谷　南実（瀬崎中）
　走り幅跳び
　出場　　　渡辺　紀里（新田中）
【水　泳】
　２００ｍ自由形
　出場　　　新井　啓太（栄中）
　１５００ｍ自由形　　　　　　　
　出場　　　渡辺　大和（栄中）
【体操競技】
　団体　　　　　　　　　　　　　
　第２位　　栄中
　（吉田・井上・齊藤・加茂川・岩澤・
　平松）

【ジュニアオリンピック（陸上競技）】
　Ｂ－１５００ｍ　　　　　　　　
　第３位　　桶谷　南実（瀬崎中）
☆東日本女子駅伝競走大会
　４区（区間５位）　埼玉県チーム
　第５位　　桶谷　南実（瀬崎中）
☆平成27年度　第56回
　埼玉県吹奏楽コンクール
　Ａの部　銀賞　　青柳中
　　　　　銀賞　　谷塚中
　Ｂの部　金賞　　新栄中
☆平成27年度　第21回
　西関東吹奏楽コンクール
　金賞　　新栄中
☆平成27年度　第15回
　東日本学校吹奏楽大会
　銀賞　　新栄中
☆平成27年度　第39回
　埼玉県アンサンブルコンテスト
　金賞　　青柳中（金管八重奏）
　金賞　　花栗中（打楽器六重奏）
　銀賞　　谷塚中（木管八重奏）
　金賞　　青柳中（打楽器八重奏）
☆平成27年度　第21回
　西関東アンサンブルコンテスト
　金賞　　青柳中（打楽器八重奏）
☆平成27年度　第14回
　ジュニア打楽器アンサンブル
　コンテスト　全国大会
　優秀賞　青柳中（打楽器八重奏）

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27年度

開催「いじめ撲滅サミット」
平成２８年度草加市立小中学校

平成２8年８月19日（金）
午後１時30分から
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

　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
度や意識をもつことを目的として
開催します。

「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

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。

日時

場所
内容

対象

第61回青少年読書感想文全国コンクール
全国学校図書館協議会長賞　梶山　彩生（八幡小６年）
「ぼくの、ひかり色の絵の具」を読んで

「子ども大学そうか」今年も開校！「子ども大学そうか」今年も開校！

　詳細については、今後の広報や９月以降に各学校へ配布予定の
パンフレットでお知らせします。
　また、生涯学習課でも確認できますので、お気軽にお問い合わ
せください。
　電話048-922-2819 　FAX048-922-3498
　メールアドレス shogaigaku@city.soka.saitama.jp

日時
11月12日（土）
14：00～16：00
11月19日（土）
13：15～14：45
11月26日（土）
13：30～15：00
12月3日（土）
13：30～15：30

会場

獨協大学

獨協大学

渡辺教具製作所

歴史民俗資料館

◆入学式
　講義「ドイツ語であそぼ！」
　講義「科学の力で見えないものを
　　　　見てみよう」

　講義「地球儀の歴史」

　講義「草加の人々と自然」
◆修了式

講義内容
１
日
目
２
日
目
３
日
目
４
日
目

　子ども大学そうかは、市内小学校の子ども達が大学のキャンパ
スなどで学ぶ「子どものための大学」です。
　子どもの学ぶ力や生きる力をはぐくむ新たな取組として、獨協
大学との共催で昨年度から始まりました。大学の先生や地域の専
門家が、楽しく、分かりやすい講義を行います。
　昨年度は英語・伝右川の環境・地球と宇宙・草加宿の４日間の
講義を行い、参加した子ども達からは「大学の広いキャンパスで学ぶことがで
きて、ドキドキワクワクしました」と喜びの声が寄せられました。

今年度は以下の内容で開校予定です。
（※内容は変更となる場合があります。）



●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・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・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
各公民館の開館日・開館時間に合わせてご利用になれます。

◆「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えるよう、様々な
形で各学校の教育活動の支援に当たっています。

教育支援室

　今から90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？

あなたのまちにも
図書館サービス！

●所 在 地…草加市住吉一丁目11番29号
●休 館 日…毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
●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

【
講
座
・
体
験
教
室
】

※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 講座名・教室名
毎日
毎月第1・3（木）
毎月第2・4（木）
7月23日（土）
7月30日（土）
8月20日（土）
10～11月（全2回）
1月14日（土）
2月18日（土）
3月25日（土）

子どもたちの自由研究相談とビデオライブラリー
古文書講座(基礎講座)
古文書講座(中級講座)
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・竹水鉄砲
子ども体験教室③草木染め
つるしひな制作講習会
昔遊び大会
初めて学ぶ歴史講座
歴史講座｢歴史よもやま話･江戸時代の庶民のくらし｣

【
企
画
展
】

開催日 講座名・教室名

6月15日（水）～8月21日（日）
企画展 「土のなかの草加」
 ・講座 「考古学ってなんだろう～遺跡から学ぶ考古学～」
　　　　7月3日（日）午後2時～午後4時

企画展 「草加宿つるしひな展」2月1日（水）～3月10日（金）

9月17日（土）～12月25日（日）

企画展 「日光街道草加宿と参勤交代
　　　　―久保田藩（秋田藩）を中心として―」
 ・講座 「日光街道草加宿と参勤交代
　　　　―久保田藩（秋田藩）を中心として―」
　　　　　10月8日（土）午後2時～午後4時

昭和十二年銘
　　　　「川柳村道標」

　市内に所在する道標の多くは江戸時代に
建てられたものですが、明治時代以降に建
てられた新しい道標の一つに、青柳4丁目の
葛西用水に架かる久伊豆橋付近の「川柳村
道標」があります。
　この道標には、目的地への距離が当時と
しては珍しいキロ単位で表示されるとともに、
裏面には、昭和12年（1937）に地域住民の
発意により、久伊豆橋の掛替に併せて建立
されたことが刻まれています。
　目的地のひとつである川柳村役場は、昭
和11年に、智泉院から現在のＪＡ越谷市南
支店の場所（いずれも現在の越谷市川柳
町）に移転しており、新しい村役場の位置を
お知らせする目的もあったのでしょう。
　川柳村の歴史を教えてくれる、貴重な文
化財です。

訪ねてみました　　　　  …⑱文化財文化財

教育支援室の利用案内

※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。

●開館時間…午前9時～午後4時30分
●電　　話…048-922-0402

　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、中央図書館へ　電話 048-946-3000

点字体験
手話体験

この夏、始めるボランティア～新しい自分に出会うため～

相談の手順相談の手順

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まで　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　ことば・きこえ等の相談に、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　毎週月・水・木・金曜日　午前9時から午後5時まで

　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
や諸機関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、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。

学校適応指導教室
「ふれあい」
教室の開設

銘文　　　　　役　場
正面　右川柳村　　　ニ至ル約一粁
　　　　　　　小学校
左面　右　草 加 町ニ至ル約四粁
　　　左　越ケ谷町ニ至ル約五粁
裏面　昭和十二年四月二十五日久伊豆橋掛
　　　替発起人一同
右面　豊田氏工作

皆様のご利用をお待ちしております。奥日光
自然の家
奥日光
自然の家
　今年も市の保養施設「奥日光自然の家」が5月
3日（火）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）。

クリンソウ（6月）

宿泊棟（西館）

利用期間

宿泊料金

申　　込

5月3日（火）～11月上旬
火曜日定休（祝日の場合は翌日）

草加、越谷、八潮、三郷、吉川、松伏
在住・在勤の方 1人1泊1,540円
（4歳～中学生770円）
食事料金別途（現地払い）

利用日の2か月～4日前に宿泊料を
添えて総務企画課施設係へ
☎048-922-2643

5月3日（火）から11月上旬まで

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

中央図書館以外の施設でも
図書の貸出・返却・予約・利用
登録等の手続きができます。

夏休み期間中に、ボランティアを体験してみませんか？
やってみたい！という気持ちがあれば大丈夫。
始めてみたら、きっと素敵な経験になります。

①夏休みボランティア体験
夏休み中の学生（中学生以上）の皆さんを対象に、地域の福祉施設や保育
園等でボランティア活動をする際の情報提供や、紹介を行っています。
②点字・手話親子体験
「点字・手話を覚えるのって難しい・・・。」でも、体験してみたら、そんな不安
も吹き飛びます。夏休みの機会に、親子で点字・手話を学びませんか。

7月24日（日）午前10時から正午まで
7月31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
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。
※くわしくは社会福祉協議会へ

定　員
持ち物

日　時

会　場
対象者

申込み

きっと見つかる
自分にできる
ボランティア

●電話相談は随時行っています。
●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。
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