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　詳しくは、各校へお問い合わせください。
○全小学校
　修了式 3 月24日（水）
　卒業式 3 月25日（木）
　始業式（１学期） 4 月６日（火）
　入学式 4 月６日（火）
○全中学校
　卒業式 3 月19日（金）
　修了式 3 月25日（木）
　始業式（１学期） 4 月６日（火）
　入学式 4 月７日（水）
○瑞穂第一小学校 （☎557-0045）
○瑞穂第二小学校 （☎557-0646）
○瑞穂第三小学校 （☎557-0266）
○瑞穂第四小学校 （☎557-4143）
○瑞穂第五小学校 （☎556-1377）
○瑞穂中学校 （☎557-0070）
　2 月4日（木）～ 6日（土）スキー教室
○瑞穂第二中学校 （☎557-5501）
　2 月9日（火）～ 11日（祝）スキー教室 み　みずから学び 考えるひと

ず　すすんで社会とかかわる 心豊かなひと
ほ　ほがらか 明るく 元気なひと
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児童・生徒数（平成 22 年 1月1日 現在） 単位：人

 一小 二小 三小 四小 五小 小学校計 瑞中 二中 中学校計 小・中学校合計
 440 350 400 716 190 2,096 483 513 996 3,092

再生紙、環境にやさしい「大豆インク」を使っています。

小・中学校の主な行事等予定 ２月～４月
　９月から１２月までに定例会を４回、１０月に臨時会を１回
開催しました。
　主な議決事項、協議事項、報告事項は、次のとおりです。
＜主な議決事項＞
・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価について
・瑞穂町体育施設条例施行規則の一部を改正する規則
＜主な協議事項＞
・平成２２年度一般会計予算の原案中教育に関する部分の意

見聴取について
＜主な報告事項＞
・平成２１年度瑞穂町文化賞表彰　被表彰者について
・平成２１年度瑞穂町スポーツ賞表彰　被表彰者について
※このほか、臨時会では教育委員長等の選挙が行われ、教育委

員長に大澤利夫氏、教育委員長職務代理者に吉野ゆかり氏が
選任されました。

　教育委員会の会議は、毎月１回（原則として、第４木曜日）
開催し、傍聴することができます。（非公開の事項を除きます）
　会議はスカイホール会議室で行われ、日時は広報みずほに掲
載されます。また、ホームページから開催内容や過去の会議録
を見ることができます。 【問合せ　教育総務課　☎557-6682】

教育委員会定例会・臨時会報告

教育委員会の点検・評価を行いました
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　地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、平成２０年度に教育委員会が行った事務事業について
点検及び評価を行い、有識者２名（大学教授、町内企業管理職）から全体意見、個別意見をもらいました。
　これにより、教育委員会の活動の透明性を高め、より一層の説明責任を果たし、住民に信頼される教育行政を
推進していきます。
　詳しくは、町内公共施設に設置してある報告書または教育委員会ホームページ（http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyouiku/）
をご覧ください。
　　瑞穂町教育委員会所管事務事業　点検・評価結果一覧

 評価 事業数 学校教育課 社会教育課 図書館

 ◎評価 11 6 5 0

 ○評価 138 85 40 13

 △評価 3 2 1 0

 合計 152 93 46 13

※学校教育課は、東京都教育委員会より教育指導行政が移管されたため、平成２１年度からは教育総務課、学
校指導課となっています。
　　有識者意見（一部抜粋）
　平成２０年度に実施された事務事業は、全体的に適切に実施されており、ほぼ満足できる状況であるといえる。
教育委員会事務局の苦労が伺えるものとなっている。（中略）
　瑞穂町は行政改革に取り組み健全財政を維持してはいるが、社会情勢を鑑みると、今後の財政の見通しには他
の市町村同様、予断を許さないものがある。瑞穂町教育委員会においても常に事務事業を精査し、効率的かつ効
果的な執行をしていただくことを要望しておく。 【問合せ　教育総務課　☎557-6682】

◎：良好な結果が得られた

○：順調

△：遅れている

元気いっぱい！　みずほの子

　地域の方に協力していただき、
様々な体験ができます。
　みなさんふるってご参加ください！

プレゼントカードが
上手にできたよっ !!
喜んでくれるかな？

放課後子ども教室放課後子ども教室

　１月４～６日に
菅平高原スキー場
へ行ってきました。
　家族と離れて、
最初は寂しかった
子も友達ができれ
ば、この通り!!

バンザーイ !!
２泊３日でスキーが
上達し、たくさんの
友達ができました。

小学生スキー教室小学生スキー教室
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大盛況!　本・雑誌の無料頒布
　図書館では、毎年１回廃棄図書のリサイクルを目的に住民の皆さんに本・雑
誌の無料頒布を実施しています。
　今年度は昨年１１月１４・１５日に行いました。初日はあいにくの雨にもかか
わらず多くの方が開催時間前から並ばれ、お気に入りの本を手にされました。今
回は絵本や紙芝居を出品し、またたく間に引き取られていきました。
　出品総数 6,746 冊で 4,385 冊が頒布され、頒布率は 65％でした。
　頒布された本や雑誌が新しい持ち主とともに帰路につき、愛蔵書となることを
願っています。

【問合せ　図書館　☎557-5614】

図書館（瑞穂町図書館・元狭山ふるさと思い出館図書室・長岡図書室・武蔵野コミュニティセンター図書室・殿ケ谷図書室）
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＜所在地　殿ケ谷 1129 番地　福正寺内＞

郷土資料館 ～　瑞穂町にある文化財めぐり　第２回～
文　第五小学校

福正寺

石畑
駐在所

卍

青梅街道

 ふく しょう じ かん のん どう

福正寺観音堂　　　（瑞穂町指定有形文化財）

　福正寺の本堂に向って、左の石段を登った小高い所にある。

　今から 410 余年前、この地の豪族・村山土佐守や家臣等が、本堂前庭に堂

を再興したと伝えられている。現在の堂は、天保 12 年（1841 年）頃、今の位

置に再建した記録があることから、160 年以上前の建物である。
 けやき けた ゆき はり ま しゅ もく づくり

　堂は総欅材、間口 6.75ｍ、奥行 8.45ｍ、桁行 3 間、梁間 4 間、撞木造、三
 いり も や かや ぶき は ふ

方入母屋造、茅葺型銅板葺、三方に破風がみられる独特の建造物。手前一間
 ふき はなし

は板敷吹放で建具はなく、次の二間は、畳 16 畳敷で、正面中央の間に
 さん ど まい ら ど

は、左右各二枚の棧戸、他はすべて舞良戸がたててある。奥の一間は
 らい ごう ばしら

板敷で、手前中央に来迎柱があり、その柱間に仏壇を設け、本尊の観

音座像が安置されている。背面の中央間は、舞良戸、他は板の壁である。
 こう らん つき ぬれ えん

周囲には、勾欄付の濡縁をめぐらし、建築細部の手法は、唐様を主とし、

すこしく和様を交えている。

　吹放の間の鏡天井には、現在

▲昭和 45 年頃・背面

▲格天井の絵

 ごう てん じょう

新しい淡彩の竜の図、畳敷の間の格天井には彩色の花鳥獣等が描かれ

ている。
 よし かわ りょく ほう

　格天井の絵の作者は、入間市宮寺の人、吉川緑峰（1808 ～ 1884）。

緑峰は、茶づくりで有名な吉川家の二代目忠八で、家業の狭山茶生産に
 よし の だけ

励むとともに、この地方での文化人で絵をよくした。石畑吉野岳地蔵堂
 おお

の天井絵、近くは入間市黒須の蓮華院観音堂、宮寺清泰寺本堂、同大
 み どう

御堂等に絵を残している。

　なお、この文化財は現在、勾欄の部分を修復中で、３月下旬に完了

する予定です。

【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

本物の舞台芸術に感動
　今年度より、小・中学生に本物の舞台芸術や日本の伝統・文化を体験させることを通して、豊かな心をはぐく
む教育活動として鑑賞教室を実施しています。内容は、小学校５年生を対象とした「劇団うりんこによる演劇鑑賞
教室」と中学校１年生を対象にした「劇団四季のミュージカル」、２年生を対象にした「歌舞伎鑑賞教室」です。
　今回は、中学校２年生を対象に実施（７月６・７日）した国立劇場での歌舞伎鑑賞の様子と中学校１年生を
対象に実施（１２月４・１１日）した劇団四季のミュージカル「ライオンキング」を鑑賞した生徒の感想文を紹
介します。

４月１日から学校敷地内は全面禁煙
　平成２２年４月１日から、町立小中学校において敷地内は全面禁煙となります。
　これは、健康増進法の趣旨等を踏まえ、受動喫煙防止の徹底を図るとともに、喫煙防止教育
のより一層の推進に向けた環境づくりを積極的に実施するためです。
　ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 【問合せ　教育総務課　☎557-6682】

　表現の奥深さ 瑞穂中学校　２年１組　栗原　里織
　私は歌舞伎について「古めかしくて難しいもの」と思っていた。しかし、今回
の鑑賞教室でその印象はがらりと変わった。
　最初の歌舞伎の見方では、「すっぽん」から出てきた男性がジョークを交えて説
明してくれたし、自分と同年代の人が挑戦していたので、なかなか楽しげだなと
思った。
　２つの演目を見たが、特に印象に残ったのは藤娘である。場面が真っ暗になり、
そこから現れるのが、あでやかな藤娘。先ほどまで暗かった効果で輝いて見える。
「女形は女性より女らしく」と解説で言っていたとおり、笠についている紐をくわ
える様や自らの舞によいしれている表情まで、女性よりもずっとしたたかで美しい。
　早着替えをした後、大きな藤の木から出てきた時のほころんだ顔も役者自らせ
りふを発さないという状態の中で、自らの感情を表していてすばらしいと感じた。
　音楽も一糸乱れず、藤娘の美しさを表現していた。

　本物と一緒だ！
瑞穂第二中学校　１年２組　井上　七星

　劇というものは、やっぱりすばらしいものですね。私の
家には、英語版の「ライオンキング」があるのですが、動
物の出てくる時、音楽、風景などがまったく一緒だという
ことに気づきました。また、ビデオだと得ることのできない
感動がありました。
　劇ならではの感動というものは、人がやっているから出
せるものだと思います。また、その場で、自分の目でその
ままやっているところが見られるからだと思います。
　私がこの劇の中で一番感動したところは、ナラとシンバ
が再会したところです。ナラがシンバに「あなたが必要なの。
あなたが王様なのよ。」と言い、シンバが「でも、僕は戻
るわけにはいかない。」と言ったときに少しウルッときまし
た。
　今回、この劇団四季の「ライオンキング」を見ることが
できて、本当に良かったです。この劇に出ている人のように、
私も人の心を動かせるような仕事がしたいです。

　楽しかったライオンキング
瑞穂第二中学校　１年４組　髙橋　樹里也

　ぼくが「ライオンキング」を見て思ったことは、
まず迫力のあるミュージカルだなと思いました。
怖い感じの時は、怖い音を出したり、優しい感じ
の時は、優しい音を出したりして、主人公の気持
ちや他の登場人物の気持ちが豊かに表現されて
いました。
　シンバがかわいそうでした。理由はスカーにだ
まされて、象の墓場に行ってハイエナにやられそ
うになったからです。でも、最後には王になれた
のでよかったです。
　いろいろな動物が出てきましたが、どれもとて
も似ていました。特にキリンなんて、どこに顔が
あるのかわかりませんでした。動物だけではなく、
舞台が変わった時に、床から階段が出てきたり、
背景が変わったりとものすごく不思議でした。「ラ
イオンキング」はとても楽しかったです。

【問合せ　学校指導課　☎557-6694】○鑑賞教室は、防衛省の補助金（再編交付金）を活用しています。

▲鑑賞前に期待に胸が高鳴る

石畑下
集会所

玉林寺
公園
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電子黒板でわかりやすい授業を
　平成２０年告示の学習指導要領では、社会の情報化がより一層発達する状況において、情報教育の充実を図る
ことはもとより、コンピュータや教材・教具の活用を図り、コンピュータで文字を入力するなどの基本操作や情報
モラルを身に付けるとともに、子どもたちが情報を積極的に活用したり、コンピュータや情報通信ネットワークな
どの情報手段に慣れ親しんだりすることが一層重要となります。瑞穂町教育委員会では、ＩＣＴ機器（注）の充実を
図ることを通して、情報機器の活用力やプレゼンテーション能力の育成に取り組みます。

　今年度より計画的に学校に取り入れたＩＣＴ機器
○電子黒板 ○ノートパソコン
○デジタルカメラ ○プロジェクター
○スクリーン

　町内の小学校・中学校に電子黒板を導入しました。電子黒板の良さは、教科書や写真、音楽、映像などの資
料を組み合わせて提示するとともに、書き込みや、拡大・縮小などの機能も活用することで臨場感のある学習が
可能になる点にあります。
　今回は、瑞穂中学校での授業の様子を紹介します。

模造紙に
一度書き込むと
消せませんが…

◇電子黒板を使った国語の授業

◇電子黒板を使わない国語の授業

電子黒板では、
何度でも書き込む
ことができます

社 会 教 育 課

委員の紹介　　青少年問題協議会委員
　青少年問題協議会委員は、町長を会長として、町議会議員、学校長、各団体の代表者等の３２名で構成され、
任期は２年です。主な活動は青少年に関する情報交換、年間を通じたあいさつ運動など青少年の健全育成の推
進をしています。
　また、町内各地区に地区青少年協議会が組織され、青少年が安全に安心して地域で生活できるようパトロール
や青少年団体と連携し、地域子ども会活動の支援や青少年対象のイベントを展開しています。

事業の紹介
青少年国際交流事業

　将来の町を担う青少年（中学生）が、姉妹都市であ
るアメリカ合衆国モーガンヒル市との交流を通じ、文
化や習慣の違いを学ぶ
とともに、日常生活に
必要な英語力を習得し
ます。
　今年は、８月中旬に
瑞穂町の中学生６名を
モーガンヒル市に派遣
する予定です。

瑞穂町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会の活動等状況報告
　現在、準備委員会では、クラブの名称を考えたり、平成２２年度に実施するプレ事
業について検討し、クラブ設立に向け着々と準備を進めています。
　また、町の各種事業でクリアファイルやチラシの配布等、広報活動を積極的に行い、
準備委員会の事業周知を図っています。
　これからも瑞穂町にふさわしいクラブを立ち上げるため、引き続き活動していきま
すので、皆さんのご理解とご支援をよろしくお願いします。

 月 日　程 事 業 名 対 象 者 場　所 問合せ

 ２月 ７日（日） 子どもリーダー講習会 小５年、育成会役員ほか 各小学校 体育館

  ７日（日） ぴあのくらぶみずほ修了演奏会 受講生ほか  スカイホール小ホール

 
３月

 ８日（月） 地球のステージ３ 中１年・中２年ほか スカイホール大ホール

  ２１日（祝） ジュニアピアノコンテスト 小学生・中学生 スカイホール大ホール

  ２９日（月）～３０日（火） ジュニアリーダーキャンプ 小５年～高校生 川崎市黒川青少年野外活動センター

 
４月 ４日（日）

 さくらまつり「子どもの集い」 幼児～中学生 六道山公園

   狭山丘陵ウオーキング 全町民  六道山周辺  ☆

  ９日（日） 残堀川ふれあいウオーキング 全町民  六道山～残堀川 ☆

 ５月 中旬 ターゲットバードゴルフ教室 高校生以上  町営第２グランド ☆

  中旬 子ども会合同交流会 小６年、育成会役員ほか スカイホール小ホール

【問合せ　無印→社会教育係　☎557-6695　☆→社会体育係　☎557-7071】

社会教育課の主な行事等予定　２月～５月

青少年の主張
　昨年１２月５日に、スカイホール大ホールで青少年
の主張が開催されました。小学生の部、中学生の部、
高校・一般の部から562 点の作品応募があり、当日は、
二次審査で選ばれた１９人の方々による力強い意見発
表が行われました。
　そのあと、アトラク
ションとして瑞穂第三
小学校、瑞穂第二中学
校による合奏と合唱が
披露されました。

注  Information and Communication Technology の略。情報コミュニケーション技術、情報通信技術と訳される。ＩＴ
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○ＩＣＴ機器の整備は、防衛省の補助金（再編交付金）を活用しています。
【問合せ　学校指導課　☎557-6694】

　■11月27日（金）2時間目
　　　　７組　国語の授業での活用

　今日の授業では、「される」と「する」
の区別の練習をしています。
　「自転車を壊された。」と「自転車を
壊した。」では意味が違いますが、この
ような受動と能動の区別がきちんとでき
るように生徒はロールプレイングをしな
がら身に付けます。
　写真の学習場面では、電子黒板に表
示されたＡとＢの二人の動作を「してい
る」「される」に区別す
る練習をしています。
この後はさらにいく
つかの動作を示す
図について同様に
区別し、その人の
立場になって話す練
習をします。
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特別支援教育の充実に向けて
　瑞穂町教育委員会では、特別支援学級に在籍する児童・生徒と小・中学校の通常の学級に在籍する学習障害、
注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等の児童・生徒に対する適切な指導及び支援を行っています。
　特別支援教育は、障がいのある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するとい
う視点に立ち、幼児・児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難
を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。
　次のようなことで困っていることがありましたら、下記までご相談ください。

瑞穂町教育委員会では、特別支援学級を次の学校に設置しています。

特別支援学級（固定制）
　○小学校　瑞穂第一小学校たんぽぽ学級

　日常生活に必要な基本的生活習慣・知識・技能を身に付けさせ、自他を認め合う人間関係を経験させ
ることにより、自立し豊かに生活できる力をはぐくむことを目標にしています。

　○中学校　瑞穂中学校７組
　瑞穂中学校７組は、中学校の固定制の特別支援学級です。７組は、社会生活能力の育成を目指して
います。

特別支援学級（通級制）　　瑞穂第一小学校・瑞穂中学校
　こだわりが強く、友達とうまくコミュニケーションが取れない子どもや学習面での個別指導を必要とする子ど
もたちを対象にした学級「情緒障がい等通級指導学級」を開設しています。
　子どもたちの本来もっている自分の力を伸ばすとともに、対人関係能力を育てることを通して、学習面や対
人関係に自信をもって生活できるようになります。通常の学級で、自信をもって楽しく充実感のある学校生活
が送れるように支援することを目的とした学級です。
◇通級指導とは

　　　○専門性をもった教員が一人一人の児童の状況に応じた指導を行います。
　○通級指導学級は、週２回８時間以内、年間２８０時間を標準とした教育課程で実施されます。
◇入級等の相談について
　○入級希望がある場合は、学校、教育相談室、瑞穂町教育委員会にご相談ください。

【問合せ　学校指導課　☎557-6694】

4　平成２２年（2010）　２／１　第３号 平成２２年（2010）　２／１　第３号　5

・視線が合わない
・友達とよくトラブルになる
・友達と同じ遊びができない
・気持ちが伝わらない

・興味をもっているものが限られ
ている

・パターン化した同じ行動をする
・意味のない習慣にこだわる

・年齢に対してことばが遅れている
・一問一答で会話にならない
・オウム返しで答える
・遊びのルールが理解できない

ことばや
コミュニケーションで友達との関係で こだわりがある

・集中して作業ができない
・じっとしていられない
・考えるよりも先に動いてしまう

行動面で

・「読む」「書く」「計算する」等
の能力が、年齢に比べて極端
に苦手

学習面で

こうしたことで困ったり、
　気になったり
　していませんか　

教育相談室　☎557-0312　　学校指導課　☎557-6694
その他、児童・生徒の通う小・中学校へお問い合わせください。

英語でレッツ  チャンツ
　平成２３年度から実施される平成２０年告示の小学校学習指導要領では、小学校５・６年生に外国語活動が
導入されます。小学校段階で外国語に触れたり、体験したりする機会を得ることを通して、コミュニケーション能
力の素地を培うことを目的としています。
　瑞穂町では、平成２０年度から段階的に外国語活動として英語を実施し、平成２２年度には、すべての小学校
で３５時間実施します。瑞穂第四小学校と今年度初めて実施する瑞穂第二小学校、瑞穂第三小学校の授業の様
子を含めて、外国人の先生とともに、英語での活動を楽しんでいる児童の様子を紹介します。

　　瑞穂第四小学校
　２年前から外国語活動を始め、５・６年生を中心に活動しています。
　外国語活動の主な流れとしては、♪Hello Song で始まり、今日の単
語や表現の導入をし、その後、学習した単語や表現を使ったゲーム
で楽しみながら活動をしています。
　ゲームやチャンツ（リズムに乗って英語を話す練習）を行うときは、
始めは大きな集団の中でみんなで発話ができるような活動をし、徐々
に一人一人が発話していくような活動にしていくよう工夫しています。
　児童も英語がわからないながらも、ＡＬＴ（外国人教師）の話して
いることに耳を傾けながら、一生懸命理解しようと頑張っています。
こうした経験がコミュニケーション能力の向上につながっていくと考え
ています。

　　瑞穂第二小学校
　９月から５・６年生の外国語活動が始まりました。今年度中に
２０時間、講師のシェリー先生と一緒にあいさつや自己紹介の仕方、
カードを使って果物や動物名を英語で学習したり、英語の歌やゲーム
を楽しんだりしながら生きた英語にふれる学習をしています。
　写真は、先生の質問「Do you like banana?」に対して、５年生が

「Yes, I like banana．」と答えているところです｡
　子どもたちは、外国語活動が大好きで、目を輝かせて取り組んで
います。こうした活動を通して、子どもたちのコミュニケーション能力
の育成を図るとともに国際理解教育を推進しています。

　　瑞穂第三小学校
　毎週１時間、モンゴル出身の留学生、ザヤ先生の協力を得て、外
国語活動を実施しています。英語を話したり聞いたりする体験を通し
て、英語に親しみ、誰とでも積極的にコミュニケーションをしようとす
る態度や能力を育てることを目的にしています。
　♪Hello Song で授業が始まり、♪Good-bye Song で授業が終わり
ます。また、グループでのゲームを取り入れたりしながら、教師も交
えて、子どもたち同士が楽しくかかわり合う場面を多く取り入れていま
す。そのため、笑顔いっぱいで普段の友達関係を超えた活動ができ
ます。

【問合せ　学校指導課　☎557-6694】

He l l o !  外国語活動って楽しいよ！

英語を使って楽しいかかわり合い
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電子黒板でわかりやすい授業を
　平成２０年告示の学習指導要領では、社会の情報化がより一層発達する状況において、情報教育の充実を図る
ことはもとより、コンピュータや教材・教具の活用を図り、コンピュータで文字を入力するなどの基本操作や情報
モラルを身に付けるとともに、子どもたちが情報を積極的に活用したり、コンピュータや情報通信ネットワークな
どの情報手段に慣れ親しんだりすることが一層重要となります。瑞穂町教育委員会では、ＩＣＴ機器（注）の充実を
図ることを通して、情報機器の活用力やプレゼンテーション能力の育成に取り組みます。

　今年度より計画的に学校に取り入れたＩＣＴ機器
○電子黒板 ○ノートパソコン
○デジタルカメラ ○プロジェクター
○スクリーン

　町内の小学校・中学校に電子黒板を導入しました。電子黒板の良さは、教科書や写真、音楽、映像などの資
料を組み合わせて提示するとともに、書き込みや、拡大・縮小などの機能も活用することで臨場感のある学習が
可能になる点にあります。
　今回は、瑞穂中学校での授業の様子を紹介します。

模造紙に
一度書き込むと
消せませんが…

◇電子黒板を使った国語の授業

◇電子黒板を使わない国語の授業

電子黒板では、
何度でも書き込む
ことができます

社 会 教 育 課

委員の紹介　　青少年問題協議会委員
　青少年問題協議会委員は、町長を会長として、町議会議員、学校長、各団体の代表者等の３２名で構成され、
任期は２年です。主な活動は青少年に関する情報交換、年間を通じたあいさつ運動など青少年の健全育成の推
進をしています。
　また、町内各地区に地区青少年協議会が組織され、青少年が安全に安心して地域で生活できるようパトロール
や青少年団体と連携し、地域子ども会活動の支援や青少年対象のイベントを展開しています。

事業の紹介
青少年国際交流事業

　将来の町を担う青少年（中学生）が、姉妹都市であ
るアメリカ合衆国モーガンヒル市との交流を通じ、文
化や習慣の違いを学ぶ
とともに、日常生活に
必要な英語力を習得し
ます。
　今年は、８月中旬に
瑞穂町の中学生６名を
モーガンヒル市に派遣
する予定です。

瑞穂町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会の活動等状況報告
　現在、準備委員会では、クラブの名称を考えたり、平成２２年度に実施するプレ事
業について検討し、クラブ設立に向け着々と準備を進めています。
　また、町の各種事業でクリアファイルやチラシの配布等、広報活動を積極的に行い、
準備委員会の事業周知を図っています。
　これからも瑞穂町にふさわしいクラブを立ち上げるため、引き続き活動していきま
すので、皆さんのご理解とご支援をよろしくお願いします。

 月 日　程 事 業 名 対 象 者 場　所 問合せ

 ２月 ７日（日） 子どもリーダー講習会 小５年、育成会役員ほか 各小学校 体育館

  ７日（日） ぴあのくらぶみずほ修了演奏会 受講生ほか  スカイホール小ホール

 
３月

 ８日（月） 地球のステージ３ 中１年・中２年ほか スカイホール大ホール

  ２１日（祝） ジュニアピアノコンテスト 小学生・中学生 スカイホール大ホール

  ２９日（月）～３０日（火） ジュニアリーダーキャンプ 小５年～高校生 川崎市黒川青少年野外活動センター

 
４月 ４日（日）

 さくらまつり「子どもの集い」 幼児～中学生 六道山公園

   狭山丘陵ウオーキング 全町民  六道山周辺  ☆

  ９日（日） 残堀川ふれあいウオーキング 全町民  六道山～残堀川 ☆

 ５月 中旬 ターゲットバードゴルフ教室 高校生以上  町営第２グランド ☆

  中旬 子ども会合同交流会 小６年、育成会役員ほか スカイホール小ホール

【問合せ　無印→社会教育係　☎557-6695　☆→社会体育係　☎557-7071】

社会教育課の主な行事等予定　２月～５月

青少年の主張
　昨年１２月５日に、スカイホール大ホールで青少年
の主張が開催されました。小学生の部、中学生の部、
高校・一般の部から562 点の作品応募があり、当日は、
二次審査で選ばれた１９人の方々による力強い意見発
表が行われました。
　そのあと、アトラク
ションとして瑞穂第三
小学校、瑞穂第二中学
校による合奏と合唱が
披露されました。

注  Information and Communication Technology の略。情報コミュニケーション技術、情報通信技術と訳される。ＩＴ
（Information  Technology：情報技術）と同義。教育場面においては、電子教材を活用した授業の実践やコンピュータ
による情報管理などが考えられます。

○ＩＣＴ機器の整備は、防衛省の補助金（再編交付金）を活用しています。
【問合せ　学校指導課　☎557-6694】

　■11月27日（金）2時間目
　　　　７組　国語の授業での活用

　今日の授業では、「される」と「する」
の区別の練習をしています。
　「自転車を壊された。」と「自転車を
壊した。」では意味が違いますが、この
ような受動と能動の区別がきちんとでき
るように生徒はロールプレイングをしな
がら身に付けます。
　写真の学習場面では、電子黒板に表
示されたＡとＢの二人の動作を「してい
る」「される」に区別す
る練習をしています。
この後はさらにいく
つかの動作を示す
図について同様に
区別し、その人の
立場になって話す練
習をします。
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大盛況!　本・雑誌の無料頒布
　図書館では、毎年１回廃棄図書のリサイクルを目的に住民の皆さんに本・雑
誌の無料頒布を実施しています。
　今年度は昨年１１月１４・１５日に行いました。初日はあいにくの雨にもかか
わらず多くの方が開催時間前から並ばれ、お気に入りの本を手にされました。今
回は絵本や紙芝居を出品し、またたく間に引き取られていきました。
　出品総数 6,746 冊で 4,385 冊が頒布され、頒布率は 65％でした。
　頒布された本や雑誌が新しい持ち主とともに帰路につき、愛蔵書となることを
願っています。

【問合せ　図書館　☎557-5614】

図書館（瑞穂町図書館・元狭山ふるさと思い出館図書室・長岡図書室・武蔵野コミュニティセンター図書室・殿ケ谷図書室）
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＜所在地　殿ケ谷 1129 番地　福正寺内＞

郷土資料館 ～　瑞穂町にある文化財めぐり　第２回～
文　第五小学校

福正寺

石畑
駐在所

卍

青梅街道

 ふく しょう じ かん のん どう

福正寺観音堂　　　（瑞穂町指定有形文化財）

　福正寺の本堂に向って、左の石段を登った小高い所にある。

　今から 410 余年前、この地の豪族・村山土佐守や家臣等が、本堂前庭に堂

を再興したと伝えられている。現在の堂は、天保 12 年（1841 年）頃、今の位

置に再建した記録があることから、160 年以上前の建物である。
 けやき けた ゆき はり ま しゅ もく づくり

　堂は総欅材、間口 6.75ｍ、奥行 8.45ｍ、桁行 3 間、梁間 4 間、撞木造、三
 いり も や かや ぶき は ふ

方入母屋造、茅葺型銅板葺、三方に破風がみられる独特の建造物。手前一間
 ふき はなし

は板敷吹放で建具はなく、次の二間は、畳 16 畳敷で、正面中央の間に
 さん ど まい ら ど

は、左右各二枚の棧戸、他はすべて舞良戸がたててある。奥の一間は
 らい ごう ばしら

板敷で、手前中央に来迎柱があり、その柱間に仏壇を設け、本尊の観

音座像が安置されている。背面の中央間は、舞良戸、他は板の壁である。
 こう らん つき ぬれ えん

周囲には、勾欄付の濡縁をめぐらし、建築細部の手法は、唐様を主とし、

すこしく和様を交えている。

　吹放の間の鏡天井には、現在

▲昭和 45 年頃・背面

▲格天井の絵

 ごう てん じょう

新しい淡彩の竜の図、畳敷の間の格天井には彩色の花鳥獣等が描かれ

ている。
 よし かわ りょく ほう

　格天井の絵の作者は、入間市宮寺の人、吉川緑峰（1808 ～ 1884）。

緑峰は、茶づくりで有名な吉川家の二代目忠八で、家業の狭山茶生産に
 よし の だけ

励むとともに、この地方での文化人で絵をよくした。石畑吉野岳地蔵堂
 おお

の天井絵、近くは入間市黒須の蓮華院観音堂、宮寺清泰寺本堂、同大
 み どう

御堂等に絵を残している。

　なお、この文化財は現在、勾欄の部分を修復中で、３月下旬に完了

する予定です。

【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

本物の舞台芸術に感動
　今年度より、小・中学生に本物の舞台芸術や日本の伝統・文化を体験させることを通して、豊かな心をはぐく
む教育活動として鑑賞教室を実施しています。内容は、小学校５年生を対象とした「劇団うりんこによる演劇鑑賞
教室」と中学校１年生を対象にした「劇団四季のミュージカル」、２年生を対象にした「歌舞伎鑑賞教室」です。
　今回は、中学校２年生を対象に実施（７月６・７日）した国立劇場での歌舞伎鑑賞の様子と中学校１年生を
対象に実施（１２月４・１１日）した劇団四季のミュージカル「ライオンキング」を鑑賞した生徒の感想文を紹
介します。

４月１日から学校敷地内は全面禁煙
　平成２２年４月１日から、町立小中学校において敷地内は全面禁煙となります。
　これは、健康増進法の趣旨等を踏まえ、受動喫煙防止の徹底を図るとともに、喫煙防止教育
のより一層の推進に向けた環境づくりを積極的に実施するためです。
　ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 【問合せ　教育総務課　☎557-6682】

　表現の奥深さ 瑞穂中学校　２年１組　栗原　里織
　私は歌舞伎について「古めかしくて難しいもの」と思っていた。しかし、今回
の鑑賞教室でその印象はがらりと変わった。
　最初の歌舞伎の見方では、「すっぽん」から出てきた男性がジョークを交えて説
明してくれたし、自分と同年代の人が挑戦していたので、なかなか楽しげだなと
思った。
　２つの演目を見たが、特に印象に残ったのは藤娘である。場面が真っ暗になり、
そこから現れるのが、あでやかな藤娘。先ほどまで暗かった効果で輝いて見える。
「女形は女性より女らしく」と解説で言っていたとおり、笠についている紐をくわ
える様や自らの舞によいしれている表情まで、女性よりもずっとしたたかで美しい。
　早着替えをした後、大きな藤の木から出てきた時のほころんだ顔も役者自らせ
りふを発さないという状態の中で、自らの感情を表していてすばらしいと感じた。
　音楽も一糸乱れず、藤娘の美しさを表現していた。

　本物と一緒だ！
瑞穂第二中学校　１年２組　井上　七星

　劇というものは、やっぱりすばらしいものですね。私の
家には、英語版の「ライオンキング」があるのですが、動
物の出てくる時、音楽、風景などがまったく一緒だという
ことに気づきました。また、ビデオだと得ることのできない
感動がありました。
　劇ならではの感動というものは、人がやっているから出
せるものだと思います。また、その場で、自分の目でその
ままやっているところが見られるからだと思います。
　私がこの劇の中で一番感動したところは、ナラとシンバ
が再会したところです。ナラがシンバに「あなたが必要なの。
あなたが王様なのよ。」と言い、シンバが「でも、僕は戻
るわけにはいかない。」と言ったときに少しウルッときまし
た。
　今回、この劇団四季の「ライオンキング」を見ることが
できて、本当に良かったです。この劇に出ている人のように、
私も人の心を動かせるような仕事がしたいです。

　楽しかったライオンキング
瑞穂第二中学校　１年４組　髙橋　樹里也

　ぼくが「ライオンキング」を見て思ったことは、
まず迫力のあるミュージカルだなと思いました。
怖い感じの時は、怖い音を出したり、優しい感じ
の時は、優しい音を出したりして、主人公の気持
ちや他の登場人物の気持ちが豊かに表現されて
いました。
　シンバがかわいそうでした。理由はスカーにだ
まされて、象の墓場に行ってハイエナにやられそ
うになったからです。でも、最後には王になれた
のでよかったです。
　いろいろな動物が出てきましたが、どれもとて
も似ていました。特にキリンなんて、どこに顔が
あるのかわかりませんでした。動物だけではなく、
舞台が変わった時に、床から階段が出てきたり、
背景が変わったりとものすごく不思議でした。「ラ
イオンキング」はとても楽しかったです。

【問合せ　学校指導課　☎557-6694】○鑑賞教室は、防衛省の補助金（再編交付金）を活用しています。

▲鑑賞前に期待に胸が高鳴る

石畑下
集会所

玉林寺
公園
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みずほっ子目標

町 学
家地

　詳しくは、各校へお問い合わせください。
○全小学校
　修了式 3 月24日（水）
　卒業式 3 月25日（木）
　始業式（１学期） 4 月６日（火）
　入学式 4 月６日（火）
○全中学校
　卒業式 3 月19日（金）
　修了式 3 月25日（木）
　始業式（１学期） 4 月６日（火）
　入学式 4 月７日（水）
○瑞穂第一小学校 （☎557-0045）
○瑞穂第二小学校 （☎557-0646）
○瑞穂第三小学校 （☎557-0266）
○瑞穂第四小学校 （☎557-4143）
○瑞穂第五小学校 （☎556-1377）
○瑞穂中学校 （☎557-0070）
　2 月4日（木）～ 6日（土）スキー教室
○瑞穂第二中学校 （☎557-5501）
　2 月9日（火）～ 11日（祝）スキー教室 み　みずから学び 考えるひと

ず　すすんで社会とかかわる 心豊かなひと
ほ　ほがらか 明るく 元気なひと

MIZUHO BOARD OF EDUCATION

人と人とが かかわり合って 文化・教養をはぐくむまち みずほ

平成２２年（2010）　２／１
第３号（年３回発行）
編集・発行：瑞穂町教育委員会
〒190-1221　瑞穂町大字箱根ケ崎 2475
TEL 042-557-6682　FAX 042-557-2693
http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyouiku/

児童・生徒数（平成 22 年 1月1日 現在） 単位：人

 一小 二小 三小 四小 五小 小学校計 瑞中 二中 中学校計 小・中学校合計
 440 350 400 716 190 2,096 483 513 996 3,092

再生紙、環境にやさしい「大豆インク」を使っています。

小・中学校の主な行事等予定 ２月～４月
　９月から１２月までに定例会を４回、１０月に臨時会を１回
開催しました。
　主な議決事項、協議事項、報告事項は、次のとおりです。
＜主な議決事項＞
・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価について
・瑞穂町体育施設条例施行規則の一部を改正する規則
＜主な協議事項＞
・平成２２年度一般会計予算の原案中教育に関する部分の意

見聴取について
＜主な報告事項＞
・平成２１年度瑞穂町文化賞表彰　被表彰者について
・平成２１年度瑞穂町スポーツ賞表彰　被表彰者について
※このほか、臨時会では教育委員長等の選挙が行われ、教育委

員長に大澤利夫氏、教育委員長職務代理者に吉野ゆかり氏が
選任されました。

　教育委員会の会議は、毎月１回（原則として、第４木曜日）
開催し、傍聴することができます。（非公開の事項を除きます）
　会議はスカイホール会議室で行われ、日時は広報みずほに掲
載されます。また、ホームページから開催内容や過去の会議録
を見ることができます。 【問合せ　教育総務課　☎557-6682】

教育委員会定例会・臨時会報告

教育委員会の点検・評価を行いました
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　地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、平成２０年度に教育委員会が行った事務事業について
点検及び評価を行い、有識者２名（大学教授、町内企業管理職）から全体意見、個別意見をもらいました。
　これにより、教育委員会の活動の透明性を高め、より一層の説明責任を果たし、住民に信頼される教育行政を
推進していきます。
　詳しくは、町内公共施設に設置してある報告書または教育委員会ホームページ（http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyouiku/）
をご覧ください。
　　瑞穂町教育委員会所管事務事業　点検・評価結果一覧

 評価 事業数 学校教育課 社会教育課 図書館

 ◎評価 11 6 5 0

 ○評価 138 85 40 13

 △評価 3 2 1 0

 合計 152 93 46 13

※学校教育課は、東京都教育委員会より教育指導行政が移管されたため、平成２１年度からは教育総務課、学
校指導課となっています。
　　有識者意見（一部抜粋）
　平成２０年度に実施された事務事業は、全体的に適切に実施されており、ほぼ満足できる状況であるといえる。
教育委員会事務局の苦労が伺えるものとなっている。（中略）
　瑞穂町は行政改革に取り組み健全財政を維持してはいるが、社会情勢を鑑みると、今後の財政の見通しには他
の市町村同様、予断を許さないものがある。瑞穂町教育委員会においても常に事務事業を精査し、効率的かつ効
果的な執行をしていただくことを要望しておく。 【問合せ　教育総務課　☎557-6682】

◎：良好な結果が得られた

○：順調

△：遅れている

元気いっぱい！　みずほの子

　地域の方に協力していただき、
様々な体験ができます。
　みなさんふるってご参加ください！

プレゼントカードが
上手にできたよっ !!
喜んでくれるかな？

放課後子ども教室放課後子ども教室

　１月４～６日に
菅平高原スキー場
へ行ってきました。
　家族と離れて、
最初は寂しかった
子も友達ができれ
ば、この通り!!

バンザーイ !!
２泊３日でスキーが
上達し、たくさんの
友達ができました。

小学生スキー教室小学生スキー教室


