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児童・生徒数（平成２３年５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
 428 318 421 649 190 2,006 475 522 997 3,003

再生紙，環境にやさしい「大豆インク」を使っています。
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東日本大震災復興支援　がんばろう日本
残堀川チャリティーウオーキング

社 会 教 育 課
瑞穂町社会教育委員の紹介

　社会教育委員は，社会教育の推進に向け，幅広く活
動しています。
  氏　名（敬称略）
 飯田 　　弘 石山 　正志 上原 　富明
 神倉 小百合 久保田 敢司 鈴木 　育雄
 田中 　　勝 堀池 　佳子 牧野 　壽義
 村上 　豊子
任期：平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日

瑞穂町青少年委員の紹介
　　新たに１名の青少年委員が加わりました

　青少年の健全育成に向け協調性や社会性を育み，
自然体験事業などを実施します。また，子ども会活動
や各種青少年団体の支援等の活動をしていきます。
 担当地区 氏　名（敬称略）
 石畑地区 古川 　多加
任期：平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

小・中学校の主な行事等予定　６月～９月
○全小・中学校
　終業式   7 月 20日（水）
　始業式   8 月 25日（木）
○瑞穂第一小学校（☎557-0045）
 6月 2日（木） 生活科見学（２年生）
 6月 3日（金） 遠足（３年生）
　6月9日（木）～11日（土）　移動教室（６年生）
 6月 18日（土） セーフティ教室
     学校公開日
 6月 28日（火） プラネタリウム見学（４年生）
　6月29日（水）～30日（木）　宿泊学習（たんぽぽ）
　7月5日（火）～ 6日（水）　学校公開日
　7月25日（月）～27日（水）　臨海学校（５年生）
 9月 24日（土） 運動会
○瑞穂第二小学校（☎557-0646）
 6月 7日（火） 演劇鑑賞教室
 7月 1日（金） プラネタリウム見学（４年生）
　7月25日（月）～27日（水）　臨海学校（５年生）
　9月4日（日）～6日（火）　移動教室（６年生）

 9月 9日（金） 社会科見学（５年生）
 9月 14日（水） 道徳授業地区公開講座
 9月 20日（火） 社会科見学（４年生）
　9月29日（木）～ 10月1日（土）　学校公開日
○瑞穂第三小学校（☎557-0266）
 6月 11日（土） 運動会
　7月8日（金），11日（月）　セーフティ教室
　7月25日（月）～27日（水）　臨海学校（５年生）
　9月8日（木）～10日（土）　移動教室（６年生）
○瑞穂第四小学校（☎557-4143）
 6月 2日（木） セーフティ教室
 6月 7日（火） プラネタリウム見学（４年生）
　6月15日（水）～17日（金）　移動教室（６年生）
 6月 24日（金） 社会科見学（４年生）
 7月 2日（土） 学校公開日
     瑞四フェスティバル
　7月22日（金）～24日（日）　林間学校（５年生）
 9月 6日（火） 社会科見学（５年生）
 9月 23日（祝） 運動会

○瑞穂第五小学校（☎556-1377）
 6月 11日（土） 運動会
　6月28日（火）～ 29日（水）　学校公開日
 7月 4日（月） 学校公開日
 7月 8日（金） 学校公開日
　7月25日（月）～27日（水）　臨海学校（５年生）
　9月10日（土）～12日（月）　移動教室（６年生）
 9月 20日（火） 敬老参観日（学校公開日）
○瑞穂中学校（☎557-0070）
 6月 17日（金） 学校公開日
　6月30日（木）～7月2日（土）　宿泊学習（７組）
 7月 4日（月） 鑑賞教室（２年生）
　9月26日（月）～28日（水）　修学旅行（３年生）
○瑞穂第二中学校（☎557-5501）
 6月 4日（土） 体育大会
 6月 10日（金） 英語検定（３年生）
　6月13日（月）～ 17日（金）　学校公開日
 7月 4日（月） 鑑賞教室（２年生）

教育委員会定例会報告
　１月，２月，３月及び４月に定例会を１回開催しま
した。
　主な議決事項，協議事項及び報告事項は，次のと
おりです。
＜主な議決事項＞
・瑞穂町生涯学習推進計画について
・平成２２年度一般会計補正予算（第４号）の原案
中教育に関する部分の意見聴取について
・平成２３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
・瑞穂町立小・中学校の管理職の任命に関する内申

について
・瑞穂町社会教育備品貸出要綱
・瑞穂ビューパーク・スカイホール掲示板の管理に関
する要綱
・瑞穂町総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱
・瑞穂町社会教育委員の委嘱について
＜主な協議・報告事項＞
・平成２３年度瑞穂町教育委員会の教育目標（案）・
基本方針（案）について
・瑞穂町郷土資料館の在り方に関する提言について
・平成２３年度瑞穂町立学校教育課程編成について

　５月８日に実施した残堀川チャリティーウオー
キングは好天に恵まれ，多くの皆様のご参加をい
ただき，盛大に開催できました。さわやかな日差
しの中，新緑の狭山丘陵や残堀川の水辺を巡る
コースで，参加者は心地よいウオーキングを楽し
みました。
　ゴール地点の狭山池公園・瑞穂武道館では，
協力団体等によるさまざまなチャリティー活動が
行われました。

※お寄せいただいたチャリティー・義援金は，
日本赤十字社に送金しました。
　（義援金集計：269,341 円）
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御嶽神社

郷土資料館
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図書館（本館）の開館時間変更のお知らせ
　４月１日から図書館（本館）の開館は午前９時から午後６時までとなりました。ぜひ，ご来館ください。
　休館日は，月曜日，祝日，１６日（館内整理日），年末年始です。
※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，殿ケ谷図書室の開館時間
の変更はありません。

　丘さんの作品には，自分自身が感じていた障がい児
への差別意識が反映されているそうです。しかし，差
別は相手のことを知らないことから来る。体験して知る
ことが大切だと話されていました。
　丘さんの作品を通して，自分の中にある差別意識に
気づき，障がい児とどう接するのか考えるきっかけに
なったらと思います。
　参加者からは「丘さんの体験に大変深みのある温か

みを感じました。」「愛情あふれる
講演会ありがとうございました。」
「とても楽しかったです。」などの
感想が寄せられました。
　今後も，読書講演会を企画し
ていきますので，多くの方の参加
を，お待ちしております。

読書講演会
　瑞穂町図書館では，本への関心を高め，読書活動
を促進するため，毎年読書講演会を開催しています。
　平成２２年度第２回目の講演会は，図書館協議会
から意見を伺い，講師に丘修三さんをお願いしました。
　前回のアンケートで，「作者が，どういった気持ちで
作品を書いているのか知りたい。」といった要望があっ
たので，「自作を語る・私の想い」という演題で，平
成２３年２月１２日に実施しまし
た。
　会場はふれあいセンターで行
い，福祉施設の職員の参加もあ
り，盛況な講演会となりました。
　内容は，丘さんの子ども時代
のことや，養護学校に勤務してい
た時の経験等を話していただき
ました。

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）

～　瑞穂町にある文化財めぐり　第５回～

文
第一小学校

石畑
駐在所

青梅街道

御嶽神社本殿　　（瑞穂町指定有形文化財）

　この本殿は，一間社，入母屋造，正面は，千鳥破風付，こけら葺向拝軒，

唐破風付，総桧材。彫刻のみごとさで知られる。

　柱真々 0.78ｍ，総高約 3ｍの小社殿，軸部は，亀腹の上に建ち，丸桁（棰

木を支える横材）から下は斗栱を除き，壁面はもちろん勾欄の手摺から土台に

至るまで，彫刻が施されている。

　棟札によって，この本殿は，旧石畑村下

郷の棟梁，鈴木広宝が天保１２年（1841

年）２月に着工，弘化２年（1845 年）４月に完成していることがわかる。

附　なお，資料として，次の記銘物がある。

　①　享保八年九月奉納　木鉾

　②　弘化二年四月再建　棟札

　③　明治元年十一月　社名変更に関する木札

　④　御嶽神社御本社　正面建地割之図，妻建地割之図　　各一葉

【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

 み たけ じん じゃ ほん でん

 いっ けん しゃ いり も や ち どり は ふ ぶき ご はい けん

 から は ふ

 はしら しん しん かめ はら が ぎょう たる

 き ます ぐみ こう らん

 むな ふだ

 ひろ とみ

 つけたり

 き ほこ

 たて じ わり の ず つま

＜所在地　瑞穂町石畑 1848 番地＞

瑞穂第一小学校

校長　　小林　源久
副校長　関根　孝之

教育目標
○気づき考え，工夫する子
○なかよく力を合わせやりぬく子
○あかるく　じょうぶな子

瑞穂第二小学校

校長　　澤﨑　彰一
副校長　渡邊　重幸

教育目標
○健康で明るい子
○進んで学ぶ子
○思いやりのある子

小・中学校の紹介

　校長として９年
目を迎えていま
す。今までの経
験を最大限発揮

し瑞穂第一小学校の発展に寄与したいと思います。そ
して，第一小学校の児童のもっている可能性を伸ばす
教育をすべての教育活動を通じて行っていきます。そ
のために，教職員が「鍛える」を合言葉にして，授業，
生活，行事の面で具体的に工夫改善していきます。

　今年度は，『健康
で明るい子』の育
成を重点目標としま
す。体育・健康教

育を通して，心と体の健康づくりと体力向上を目指した
取り組みを推進していきます。東京都スポーツ教育推
進校にもなりました。「かかわり」「挑戦」｢信頼」を大
切に，常に前向きの姿勢で活気あふれる学校をつくっ
ていきます。よろしくお願いいたします。

瑞穂第三小学校

校長　　吉田　稔
副校長　石坂　隆文

教育目標
○よく考える子ども
○進んでやる子ども
○健康な子ども

瑞穂第三小学校

校長　　吉田　稔
副校長　石坂　隆文

教育目標
○よく考える子ども
○進んでやる子ども
○健康な子ども

瑞穂第四小学校

校長　　伊藤　誠治
副校長　篠山　耕一

教育目標
○しっかり考える子
○仲よくする子
○すすんで取り組む子

　本校では，心身
ともに健康で，自
分に自信をもち，
自他を生かすことが

できる児童を育成します。本年度は，言語活動の充実
を目指して，話し合い・意見発表・異学年交流をさら
に進めます。また，ふだんから言葉遣いの指導を重視
するとともに，校庭の芝生化に伴って，子どもたちの
一層の体力向上を目指します。

　本校は，「一人一
人が輝き，その輝
きを認め合える人
間を育てる学校」

をスローガンに教育を進めます。その一つとして，①お
はようございます，②ありがとうございます，③ごめん
なさい，④よろしくお願いします，⑤どうぞ，の５つの
あいさつをできる子どもを学校，保護者，地域の皆様
と一緒になって育てていきます。

 学校名 住所・電話番号
瑞穂中学校 瑞穂町大字石畑 1961-1
 ☎５５７－００７０
瑞穂第二中学校 瑞穂町大字箱根ケ崎 1172
 ☎５５７－５５０１

 学校名 住所・電話番号
瑞穂第一小学校 瑞穂町大字箱根ケ崎 2287
 ☎５５７－００４５
瑞穂第二小学校 瑞穂町大字長岡長谷部 250
 ☎５５７－０６４６
瑞穂第三小学校 瑞穂町大字二本木 670 
 ☎５５７－０２６６
瑞穂第四小学校 瑞穂町箱根ケ崎西松原 2-1
 ☎５５７－４１４３
瑞穂第五小学校 瑞穂町大字殿ケ谷 1160
 ☎５５６－１３７７

各校の所在地
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瑞穂第五小学校

校長　　氏井　初枝
副校長　辻野　明

教育目標
○自ら学ぶ子
○思いやりのある子
○最後までやり抜く子

瑞穂中学校

校長　　上原　富明
副校長　安西　則雄

教育目標
「心身ともに健やかな中学生」
　̶人間性豊かな社会の形成者育成を目指して̶
○心温かく，思いやりのある生徒
○自ら考え，正しく判断できる生徒
○自ら進んで，学習に取り組む生徒

　経営方針の中心に「いのち」をすえ，「いきたい学校，
かえりたい家庭，すみたい地域」を願いとします。本
校は今年満６５歳となります。郡内で一番の歴史をも
つ学校の一つです。何事にもチャレンジ精神が旺盛な
生徒たち。生徒のため，温かく一生懸命な教職員。理
解のある家庭や地域。まさに三拍子そろった学校です。
関係機関・地域・家庭のご支援･ご協力，よろしくお願
いいたします。

瑞穂第二中学校

校長　　石田　重久
副校長　神崎　康雄

教育目標
よりよい生き方を求め，自立と社会性の育成を目指す
○自ら考え判断し　学び合う二中生（知）
○自他を大切に　心豊かな二中生（徳）
○何事にも挑戦し　努力する二中生（体）

　開校３６年目を迎える瑞穂第二中学校に今年度着任
しました。生徒数５２２名の規模の大きな学校です。
新たに学校生活を充実させるための「通級指導学級」
を開設しました。保護者・地域・小学校と連携した教
育活動を推進します。よろしくお願いいたします。

　豊かな自然に囲
まれた瑞五小です。
全校児童１９０名，
６学級でスタートし

ました。今年度，東京都の指定を受け，言語能力向上
推進校となりました。「自ら考え・判断し・進んで表現
する子供」の育成を目指し，３年間教育活動を推進し
ていきます。地域や保護者の皆様，本校の教育にご理
解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

平成２３年度　社会教育課予定表

 月 事業名 対象者 日程 場所 問合せ

  全町一斉清掃（子ども会参加） 町民 5日（日） 町内

  米村でんじろうサイエンスショー 小・中学生（抽選済） 5日（日） スカイホール大ホール

 6月 ターゲットバードゴルフ 全町民 12日（日） 町営第２グランド ☆

  福祉運動会 障がいのある方 19日（日） 中央体育館 体育協会

  子どもリーダー宿泊研修会事前研修 小６年 26日（日） スカイホール小ホール

 ７月 子どもリーダー宿泊研修会 小６年 16日（土）～ 17日（日） 名栗げんきプラザ

  鳥羽一郎コンサート 全町民 6日（土） スカイホール大ホール

 ８月 総合体育大会水泳競技 全町民 7日（日） 町営プール 体育協会

  ジュニアリーダー宿泊研修 小学生～高校生 未定 未定

 9月 総合体育大会開会式 全町民 3日（土） スカイホール小ホール ☆

  町民体育祭 全町民 2日（日） ビューパーク競技場 ☆

 
10月

 こどもフェスティバル 小学生 16日（日） スカイホールほか

  
総合文化祭 全町民

 29日（土）～ 
スカイホール

    　11月 6日（日）

  産業まつり「体力測定」 全町民 12日（土）～ 13日（日） 産業まつり会場内 ☆

  産業まつり「子どもの集い」 幼児～中学生 12日（土）～ 13日（日） 産業まつり会場内

 11月 東京都交響楽団コンサート 全町民 19日（土） スカイホール小ホール

  町民ハイキング 全町民 23日（祝） 未定 ☆

  クロスカントリー（ジュニア大会） 小中学生 27日（日） ビューパーク競技場 体育協会

 12月 青少年の主張意見発表会 小６年・中２年ほか 3日（土） スカイホール大ホール

  新年歩こう会 全町民 1日（祝） 六道山ほか ☆

  小学生スキー教室 小４～６年 4日（水）～6日（金） 長野県菅平高原スキー場 体育協会

 1月 成人式 新成人 8日（日） スカイホール大ホール

  駅伝競走大会 町内・一般・近郊 15日（日） 町内 ☆

  主催事業コンサート 全町民 28日（土） スカイホール大ホール

 2月 子どもリーダー講習会 小５年，育成会役員ほか 未定 未定

  ぴあのくらぶ発表会 受講生・修了生 未定 スカイホール小ホール

 
3月
 地球のステージ５ 中１年・中２年 2日（金） スカイホール大ホール

  ジュニアピアノコンテスト本選会 小・中学生 未定 スカイホール大ホール

  ジュニアリーダー宿泊研修 小学生～高校生 未定 未定

  放課後子ども教室 小学生 年間 町内

 通年 耕心館コンサートなど 全町民 常時 耕心館

  ジュニアリーダー養成事業 小５年～高校生 年間 生涯学習センターほか

【問合せ：無印→推進係　☎557-6695　☆→体育係　☎557-7071　体育協会　☎557-7098】 　このたび，教育委員会の課名と係名を変更しました。また，平成２５年に開催される「スポーツ祭東京２０１３
（第６８回国民体育大会）」に向けて，社会教育課に国体担当を設置しました。
　  教育課（教育総務課） 庶務係，学務係
 
教育部

 指導課（学校指導課） 指導係，教職員係
　  社会教育課 推進係（社会教育係），体育係（社会体育係），国体担当
  図書館 図書係（図書館係），郷土資料館担当

　　※（ ）内は改正前の名称です。

４月１日から組織改正

　外壁や防水などの工事のため，スカイホールの外壁に沿って足場が組まれ，工事車両が往来します。利用者の
皆様にはご不便をおかけしますが，ご理解をよろしくお願いします。
　工事期間は平成２４年 3月までの予定です。

スカイホール外壁補修等工事
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小・中学校で漢字検定を実施しています平成２３年度の教育委員会の主な事業
　瑞穂町立小・中学校の児童・生徒の学力向上を図るため，平成２０年度から小学校３年生，５年生，及び中
学校１年生，２年生，３年生を対象に漢字検定を実施しています。
　３年間の推移をみると，合格率が各学年とも向上していることが分かります。特に小学校では，高い合格率を
示しているとともに，より高いレベルの受検を目指す児童が増えており，学習意欲の向上に役立っています。

●小学校（対象学年：３年生，５年生）
 

受検級
  平成２０年度  平成２１年度  平成２２年度

  合格者数  合格率 合格者数  合格率 合格者数  合格率

 ２級（高校卒業・大学・一般程度） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

 準２級（高校在学程度） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

 ３級（中学卒業程度） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

 ４級（中学在学程度） 1 人 100.0% 0 人 0.0% 1 人 100.0%

 ５級（小６修了程度） 8 人 61.5% 7 人 58.3% 9 人 60.0%

 ６級（小５修了程度） 58 人 61.1% 71 人 69.6% 105 人 80.8%

 ７級（小４修了程度） 114 人 66.3% 125 人 71.0% 103 人 71.0%

 ８級（小３修了程度） 140 人 72.9% 117 人 80.7% 136 人 83.4%

 ９級（小２修了程度） 148 人 83.2% 174 人 81.7% 150 人 83.8%

 １０級（小１修了程度） 33 人 82.5% 27 人 77.1% 33 人 91.7%

 計 502 人 72.7% 521 人 76.1% 537 人 80.3%

●中学校（対象学年：１年生，２年生，３年生）
 

受検級
  平成２０年度  平成２１年度  平成２２年度

  合格者数  合格率 合格者数  合格率 合格者数  合格率

 ２級（高校卒業・大学・一般程度） 3 人 13.6% 1 人 9.1% 2 人 15.4%

 準２級（高校在学程度） 11 人 29.7% 17 人 31.5% 32 人 44.4%

 ３級（中学卒業程度） 71 人 32.0% 84 人 35.2% 88 人 32.1%

 ４級（中学在学程度） 57 人 28.5% 114 人 33.2% 65 人 29.6%

 ５級（小６修了程度） 37 人 30.8% 120 人 44.1% 123 人 52.1%

 ６級（小５修了程度） 4 人 20.0% 1 人 4.8% 46 人 54.1%

 ７級（小４修了程度） 0 人 0.0% 0 人 0.0% 8 人 40.0%

 ８級（小３修了程度） ̶ ̶ 1 人 100.0% 1 人 16.7%

 ９級（小２修了程度） 2 人 100.0%  2 人 100.0% 1 人 33.3%

 １０級（小１修了程度） 1 人 100.0% 2 人 66.7% 0 人 0.0%

 計 186 人 29.3% 342 人 35.9% 366 人 39.4%

◆漢字検定は，防衛省の補助金（再編交付金）を活用しています。 【問合せ　指導課　☎557-6694】

　平成２３年度の町の施政方針や教育目標に基づき，
各種事業を進めていきます。
　予算としては，教育費予算は一般会計予算額 138 億
6,420 万円の 14.7％にあたる 20 億 3,689 万 5 千円とし
ています。（前年度比 6.9％増）
　ここでは，平成２３年度の教育委員会の主な事業に
ついて紹介します。

安全で快適な環境の整備
　学校施設では，ヒートアイランド対策，校庭の砂ぼ
こりの減少，芝生の維持管理を通して地域コミュニティ
の活性化を図るため，第三小学校で校庭芝生化工事，
第五小学校で校庭芝生化工事設計委託を実施します。
　ほかにも，児童・生徒が冷たくおいしい水道水を飲
めるよう，水飲栓を直結化する瑞中給水管布設替工事，
第一小学校で給水管布設替工事設計委託や第二中学校
のプールろ過機取替工事を実施します。
　そのほか，社会教育施設関係では，国民体育大会開
催に向けて長岡いこいの広場の整備，スカイホールの
外壁補修等工事，町営グランド庭球場改修工事，町営
プール管理棟塗装等工事，町営グランドトイレ改修工
事を実施します。

教育内容・教育環境の充実
　学力向上にむけて学習サポーターの配置，学力調査・
漢字検定の実施，さらに中学校での英語検定を実施す
るとともに，ＩＣＴ機器を活用した学習活動の充実を図
ります。
　豊かな心を育成するために，中学校歌舞伎教室及び
ミュージカル鑑賞を実施します。
　また，小学校鑑賞教室の実施及び小・中学校音楽鑑
賞教室を支援します。
　さらに，児童・生徒の学習活動の充実と教職員の服
務事故防止の徹底を図るため，教員用コンピュータを
教員一人に対して一台配置します。

生涯学習の推進
　平成２３年度にスタートする生涯学習推進計画に基
づき，『連携と協働がささえるまち』の実現を目指し，
各種施策を推進します。

青少年の健全育成
　子どもに感動を与え，貴重な体験ができるジュニア
リーダー事業や放課後子ども教室を実施します。
　また，地域と連携してあいさつ運動を展開していきま
す。

国民体育大会開催に向けて
　国民体育大会開催にあたり各種施設の整備をすると
ともに，国体の事業を実施しPRしていきます。

より一層充実した図書館・郷土資料館のために
　利用しやすい図書館を推進するため，昨年度から実
施している１週間程度（今年度は，５月３０日（月）
から６月６日（月）まで）の蔵書点検を実施します。また，
図書館（本館）の開館時間を午後６時まで延長すると
ともに，西多摩地域図書館広域利用，武蔵村山市との
相互利用の促進を図ります。
　また，図書館協議会を運営し，幅広く情報を収集し，
各分野の意見を図書館運営に反映させるとともに，子
ども読書活動推進計画に掲げた各種施策の実現を目指
し，推進していきます。
　（仮称）長岡コミュニティセンター図書室へ，長岡図
書室を移転します。
　郷土資料館では，常設展示の充実を図るとともに，企
画展，出前資料館や小学校での出前授業を実施します。
　また，新たな郷土資料館の整備に向けて，土地の取
得，基本設計委託を実施します。

◆学習サポーター，学力調査，漢字検定，英語検定，
中学校鑑賞教室（歌舞伎・ミュージカル）は防衛省
の補助金（再編交付金）を活用しています。

 施設名 工事内容 工事期間（予定） 問合せ
 瑞穂第三小学校 校庭芝生化工事 平成２３年６月～１０月 教育課（☎557-6682）
 瑞穂中学校 水飲栓直結化工事 平成２３年７月～１１月 教育課（☎557-6682）
 スカイホール 外壁補修等工事 平成２３年５月～平成２４年３月 社会教育課（☎557-7070）
 長岡いこいの広場 国体競技会場整備工事 平成２３年６月～平成２４年１月 社会教育課（☎557-8019）
 町営グランド庭球場 改修工事 平成２４年１月～平成２４年２月 社会教育課（☎557-7071）

平成２３年度の主な工事予定
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小・中学校で漢字検定を実施しています平成２３年度の教育委員会の主な事業
　瑞穂町立小・中学校の児童・生徒の学力向上を図るため，平成２０年度から小学校３年生，５年生，及び中
学校１年生，２年生，３年生を対象に漢字検定を実施しています。
　３年間の推移をみると，合格率が各学年とも向上していることが分かります。特に小学校では，高い合格率を
示しているとともに，より高いレベルの受検を目指す児童が増えており，学習意欲の向上に役立っています。

●小学校（対象学年：３年生，５年生）
 

受検級
  平成２０年度  平成２１年度  平成２２年度

  合格者数  合格率 合格者数  合格率 合格者数  合格率

 ２級（高校卒業・大学・一般程度） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

 準２級（高校在学程度） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

 ３級（中学卒業程度） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

 ４級（中学在学程度） 1 人 100.0% 0 人 0.0% 1 人 100.0%

 ５級（小６修了程度） 8 人 61.5% 7 人 58.3% 9 人 60.0%

 ６級（小５修了程度） 58 人 61.1% 71 人 69.6% 105 人 80.8%

 ７級（小４修了程度） 114 人 66.3% 125 人 71.0% 103 人 71.0%

 ８級（小３修了程度） 140 人 72.9% 117 人 80.7% 136 人 83.4%

 ９級（小２修了程度） 148 人 83.2% 174 人 81.7% 150 人 83.8%

 １０級（小１修了程度） 33 人 82.5% 27 人 77.1% 33 人 91.7%

 計 502 人 72.7% 521 人 76.1% 537 人 80.3%

●中学校（対象学年：１年生，２年生，３年生）
 

受検級
  平成２０年度  平成２１年度  平成２２年度

  合格者数  合格率 合格者数  合格率 合格者数  合格率

 ２級（高校卒業・大学・一般程度） 3 人 13.6% 1 人 9.1% 2 人 15.4%

 準２級（高校在学程度） 11 人 29.7% 17 人 31.5% 32 人 44.4%

 ３級（中学卒業程度） 71 人 32.0% 84 人 35.2% 88 人 32.1%

 ４級（中学在学程度） 57 人 28.5% 114 人 33.2% 65 人 29.6%

 ５級（小６修了程度） 37 人 30.8% 120 人 44.1% 123 人 52.1%

 ６級（小５修了程度） 4 人 20.0% 1 人 4.8% 46 人 54.1%

 ７級（小４修了程度） 0 人 0.0% 0 人 0.0% 8 人 40.0%

 ８級（小３修了程度） ̶ ̶ 1 人 100.0% 1 人 16.7%

 ９級（小２修了程度） 2 人 100.0%  2 人 100.0% 1 人 33.3%

 １０級（小１修了程度） 1 人 100.0% 2 人 66.7% 0 人 0.0%

 計 186 人 29.3% 342 人 35.9% 366 人 39.4%

◆漢字検定は，防衛省の補助金（再編交付金）を活用しています。 【問合せ　指導課　☎557-6694】

　平成２３年度の町の施政方針や教育目標に基づき，
各種事業を進めていきます。
　予算としては，教育費予算は一般会計予算額 138 億
6,420 万円の 14.7％にあたる 20 億 3,689 万 5 千円とし
ています。（前年度比 6.9％増）
　ここでは，平成２３年度の教育委員会の主な事業に
ついて紹介します。

安全で快適な環境の整備
　学校施設では，ヒートアイランド対策，校庭の砂ぼ
こりの減少，芝生の維持管理を通して地域コミュニティ
の活性化を図るため，第三小学校で校庭芝生化工事，
第五小学校で校庭芝生化工事設計委託を実施します。
　ほかにも，児童・生徒が冷たくおいしい水道水を飲
めるよう，水飲栓を直結化する瑞中給水管布設替工事，
第一小学校で給水管布設替工事設計委託や第二中学校
のプールろ過機取替工事を実施します。
　そのほか，社会教育施設関係では，国民体育大会開
催に向けて長岡いこいの広場の整備，スカイホールの
外壁補修等工事，町営グランド庭球場改修工事，町営
プール管理棟塗装等工事，町営グランドトイレ改修工
事を実施します。

教育内容・教育環境の充実
　学力向上にむけて学習サポーターの配置，学力調査・
漢字検定の実施，さらに中学校での英語検定を実施す
るとともに，ＩＣＴ機器を活用した学習活動の充実を図
ります。
　豊かな心を育成するために，中学校歌舞伎教室及び
ミュージカル鑑賞を実施します。
　また，小学校鑑賞教室の実施及び小・中学校音楽鑑
賞教室を支援します。
　さらに，児童・生徒の学習活動の充実と教職員の服
務事故防止の徹底を図るため，教員用コンピュータを
教員一人に対して一台配置します。

生涯学習の推進
　平成２３年度にスタートする生涯学習推進計画に基
づき，『連携と協働がささえるまち』の実現を目指し，
各種施策を推進します。

青少年の健全育成
　子どもに感動を与え，貴重な体験ができるジュニア
リーダー事業や放課後子ども教室を実施します。
　また，地域と連携してあいさつ運動を展開していきま
す。

国民体育大会開催に向けて
　国民体育大会開催にあたり各種施設の整備をすると
ともに，国体の事業を実施しPRしていきます。

より一層充実した図書館・郷土資料館のために
　利用しやすい図書館を推進するため，昨年度から実
施している１週間程度（今年度は，５月３０日（月）
から６月６日（月）まで）の蔵書点検を実施します。また，
図書館（本館）の開館時間を午後６時まで延長すると
ともに，西多摩地域図書館広域利用，武蔵村山市との
相互利用の促進を図ります。
　また，図書館協議会を運営し，幅広く情報を収集し，
各分野の意見を図書館運営に反映させるとともに，子
ども読書活動推進計画に掲げた各種施策の実現を目指
し，推進していきます。
　（仮称）長岡コミュニティセンター図書室へ，長岡図
書室を移転します。
　郷土資料館では，常設展示の充実を図るとともに，企
画展，出前資料館や小学校での出前授業を実施します。
　また，新たな郷土資料館の整備に向けて，土地の取
得，基本設計委託を実施します。

◆学習サポーター，学力調査，漢字検定，英語検定，
中学校鑑賞教室（歌舞伎・ミュージカル）は防衛省
の補助金（再編交付金）を活用しています。

 施設名 工事内容 工事期間（予定） 問合せ
 瑞穂第三小学校 校庭芝生化工事 平成２３年６月～１０月 教育課（☎557-6682）
 瑞穂中学校 水飲栓直結化工事 平成２３年７月～１１月 教育課（☎557-6682）
 スカイホール 外壁補修等工事 平成２３年５月～平成２４年３月 社会教育課（☎557-7070）
 長岡いこいの広場 国体競技会場整備工事 平成２３年６月～平成２４年１月 社会教育課（☎557-8019）
 町営グランド庭球場 改修工事 平成２４年１月～平成２４年２月 社会教育課（☎557-7071）

平成２３年度の主な工事予定
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瑞穂第五小学校

校長　　氏井　初枝
副校長　辻野　明

教育目標
○自ら学ぶ子
○思いやりのある子
○最後までやり抜く子

瑞穂中学校

校長　　上原　富明
副校長　安西　則雄

教育目標
「心身ともに健やかな中学生」
　̶人間性豊かな社会の形成者育成を目指して̶
○心温かく，思いやりのある生徒
○自ら考え，正しく判断できる生徒
○自ら進んで，学習に取り組む生徒

　経営方針の中心に「いのち」をすえ，「いきたい学校，
かえりたい家庭，すみたい地域」を願いとします。本
校は今年満６５歳となります。郡内で一番の歴史をも
つ学校の一つです。何事にもチャレンジ精神が旺盛な
生徒たち。生徒のため，温かく一生懸命な教職員。理
解のある家庭や地域。まさに三拍子そろった学校です。
関係機関・地域・家庭のご支援･ご協力，よろしくお願
いいたします。

瑞穂第二中学校

校長　　石田　重久
副校長　神崎　康雄

教育目標
よりよい生き方を求め，自立と社会性の育成を目指す
○自ら考え判断し　学び合う二中生（知）
○自他を大切に　心豊かな二中生（徳）
○何事にも挑戦し　努力する二中生（体）

　開校３６年目を迎える瑞穂第二中学校に今年度着任
しました。生徒数５２２名の規模の大きな学校です。
新たに学校生活を充実させるための「通級指導学級」
を開設しました。保護者・地域・小学校と連携した教
育活動を推進します。よろしくお願いいたします。

　豊かな自然に囲
まれた瑞五小です。
全校児童１９０名，
６学級でスタートし

ました。今年度，東京都の指定を受け，言語能力向上
推進校となりました。「自ら考え・判断し・進んで表現
する子供」の育成を目指し，３年間教育活動を推進し
ていきます。地域や保護者の皆様，本校の教育にご理
解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

平成２３年度　社会教育課予定表

 月 事業名 対象者 日程 場所 問合せ

  全町一斉清掃（子ども会参加） 町民 5日（日） 町内

  米村でんじろうサイエンスショー 小・中学生（抽選済） 5日（日） スカイホール大ホール

 6月 ターゲットバードゴルフ 全町民 12日（日） 町営第２グランド ☆

  福祉運動会 障がいのある方 19日（日） 中央体育館 体育協会

  子どもリーダー宿泊研修会事前研修 小６年 26日（日） スカイホール小ホール

 ７月 子どもリーダー宿泊研修会 小６年 16日（土）～ 17日（日） 名栗げんきプラザ

  鳥羽一郎コンサート 全町民 6日（土） スカイホール大ホール

 ８月 総合体育大会水泳競技 全町民 7日（日） 町営プール 体育協会

  ジュニアリーダー宿泊研修 小学生～高校生 未定 未定

 9月 総合体育大会開会式 全町民 3日（土） スカイホール小ホール ☆

  町民体育祭 全町民 2日（日） ビューパーク競技場 ☆

 
10月

 こどもフェスティバル 小学生 16日（日） スカイホールほか

  
総合文化祭 全町民

 29日（土）～ 
スカイホール

    　11月 6日（日）

  産業まつり「体力測定」 全町民 12日（土）～ 13日（日） 産業まつり会場内 ☆

  産業まつり「子どもの集い」 幼児～中学生 12日（土）～ 13日（日） 産業まつり会場内

 11月 東京都交響楽団コンサート 全町民 19日（土） スカイホール小ホール

  町民ハイキング 全町民 23日（祝） 未定 ☆

  クロスカントリー（ジュニア大会） 小中学生 27日（日） ビューパーク競技場 体育協会

 12月 青少年の主張意見発表会 小６年・中２年ほか 3日（土） スカイホール大ホール

  新年歩こう会 全町民 1日（祝） 六道山ほか ☆

  小学生スキー教室 小４～６年 4日（水）～6日（金） 長野県菅平高原スキー場 体育協会

 1月 成人式 新成人 8日（日） スカイホール大ホール

  駅伝競走大会 町内・一般・近郊 15日（日） 町内 ☆

  主催事業コンサート 全町民 28日（土） スカイホール大ホール

 2月 子どもリーダー講習会 小５年，育成会役員ほか 未定 未定

  ぴあのくらぶ発表会 受講生・修了生 未定 スカイホール小ホール

 
3月
 地球のステージ５ 中１年・中２年 2日（金） スカイホール大ホール

  ジュニアピアノコンテスト本選会 小・中学生 未定 スカイホール大ホール

  ジュニアリーダー宿泊研修 小学生～高校生 未定 未定

  放課後子ども教室 小学生 年間 町内

 通年 耕心館コンサートなど 全町民 常時 耕心館

  ジュニアリーダー養成事業 小５年～高校生 年間 生涯学習センターほか

【問合せ：無印→推進係　☎557-6695　☆→体育係　☎557-7071　体育協会　☎557-7098】 　このたび，教育委員会の課名と係名を変更しました。また，平成２５年に開催される「スポーツ祭東京２０１３
（第６８回国民体育大会）」に向けて，社会教育課に国体担当を設置しました。
　  教育課（教育総務課） 庶務係，学務係
 
教育部

 指導課（学校指導課） 指導係，教職員係
　  社会教育課 推進係（社会教育係），体育係（社会体育係），国体担当
  図書館 図書係（図書館係），郷土資料館担当

　　※（ ）内は改正前の名称です。

４月１日から組織改正

　外壁や防水などの工事のため，スカイホールの外壁に沿って足場が組まれ，工事車両が往来します。利用者の
皆様にはご不便をおかけしますが，ご理解をよろしくお願いします。
　工事期間は平成２４年 3月までの予定です。

スカイホール外壁補修等工事
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図書館（本館）の開館時間変更のお知らせ
　４月１日から図書館（本館）の開館は午前９時から午後６時までとなりました。ぜひ，ご来館ください。
　休館日は，月曜日，祝日，１６日（館内整理日），年末年始です。
※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，殿ケ谷図書室の開館時間
の変更はありません。

　丘さんの作品には，自分自身が感じていた障がい児
への差別意識が反映されているそうです。しかし，差
別は相手のことを知らないことから来る。体験して知る
ことが大切だと話されていました。
　丘さんの作品を通して，自分の中にある差別意識に
気づき，障がい児とどう接するのか考えるきっかけに
なったらと思います。
　参加者からは「丘さんの体験に大変深みのある温か

みを感じました。」「愛情あふれる
講演会ありがとうございました。」
「とても楽しかったです。」などの
感想が寄せられました。
　今後も，読書講演会を企画し
ていきますので，多くの方の参加
を，お待ちしております。

読書講演会
　瑞穂町図書館では，本への関心を高め，読書活動
を促進するため，毎年読書講演会を開催しています。
　平成２２年度第２回目の講演会は，図書館協議会
から意見を伺い，講師に丘修三さんをお願いしました。
　前回のアンケートで，「作者が，どういった気持ちで
作品を書いているのか知りたい。」といった要望があっ
たので，「自作を語る・私の想い」という演題で，平
成２３年２月１２日に実施しまし
た。
　会場はふれあいセンターで行
い，福祉施設の職員の参加もあ
り，盛況な講演会となりました。
　内容は，丘さんの子ども時代
のことや，養護学校に勤務してい
た時の経験等を話していただき
ました。

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）

～　瑞穂町にある文化財めぐり　第５回～

文
第一小学校

石畑
駐在所

青梅街道

御嶽神社本殿　　（瑞穂町指定有形文化財）

　この本殿は，一間社，入母屋造，正面は，千鳥破風付，こけら葺向拝軒，

唐破風付，総桧材。彫刻のみごとさで知られる。

　柱真々 0.78ｍ，総高約 3ｍの小社殿，軸部は，亀腹の上に建ち，丸桁（棰

木を支える横材）から下は斗栱を除き，壁面はもちろん勾欄の手摺から土台に

至るまで，彫刻が施されている。

　棟札によって，この本殿は，旧石畑村下

郷の棟梁，鈴木広宝が天保１２年（1841

年）２月に着工，弘化２年（1845 年）４月に完成していることがわかる。

附　なお，資料として，次の記銘物がある。

　①　享保八年九月奉納　木鉾

　②　弘化二年四月再建　棟札

　③　明治元年十一月　社名変更に関する木札

　④　御嶽神社御本社　正面建地割之図，妻建地割之図　　各一葉

【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

 み たけ じん じゃ ほん でん

 いっ けん しゃ いり も や ち どり は ふ ぶき ご はい けん

 から は ふ

 はしら しん しん かめ はら が ぎょう たる

 き ます ぐみ こう らん

 むな ふだ

 ひろ とみ

 つけたり

 き ほこ

 たて じ わり の ず つま

＜所在地　瑞穂町石畑 1848 番地＞

瑞穂第一小学校

校長　　小林　源久
副校長　関根　孝之

教育目標
○気づき考え，工夫する子
○なかよく力を合わせやりぬく子
○あかるく　じょうぶな子

瑞穂第二小学校

校長　　澤﨑　彰一
副校長　渡邊　重幸

教育目標
○健康で明るい子
○進んで学ぶ子
○思いやりのある子

小・中学校の紹介

　校長として９年
目を迎えていま
す。今までの経
験を最大限発揮

し瑞穂第一小学校の発展に寄与したいと思います。そ
して，第一小学校の児童のもっている可能性を伸ばす
教育をすべての教育活動を通じて行っていきます。そ
のために，教職員が「鍛える」を合言葉にして，授業，
生活，行事の面で具体的に工夫改善していきます。

　今年度は，『健康
で明るい子』の育
成を重点目標としま
す。体育・健康教

育を通して，心と体の健康づくりと体力向上を目指した
取り組みを推進していきます。東京都スポーツ教育推
進校にもなりました。「かかわり」「挑戦」｢信頼」を大
切に，常に前向きの姿勢で活気あふれる学校をつくっ
ていきます。よろしくお願いいたします。

瑞穂第三小学校

校長　　吉田　稔
副校長　石坂　隆文

教育目標
○よく考える子ども
○進んでやる子ども
○健康な子ども

瑞穂第三小学校

校長　　吉田　稔
副校長　石坂　隆文

教育目標
○よく考える子ども
○進んでやる子ども
○健康な子ども

瑞穂第四小学校

校長　　伊藤　誠治
副校長　篠山　耕一

教育目標
○しっかり考える子
○仲よくする子
○すすんで取り組む子

　本校では，心身
ともに健康で，自
分に自信をもち，
自他を生かすことが

できる児童を育成します。本年度は，言語活動の充実
を目指して，話し合い・意見発表・異学年交流をさら
に進めます。また，ふだんから言葉遣いの指導を重視
するとともに，校庭の芝生化に伴って，子どもたちの
一層の体力向上を目指します。

　本校は，「一人一
人が輝き，その輝
きを認め合える人
間を育てる学校」

をスローガンに教育を進めます。その一つとして，①お
はようございます，②ありがとうございます，③ごめん
なさい，④よろしくお願いします，⑤どうぞ，の５つの
あいさつをできる子どもを学校，保護者，地域の皆様
と一緒になって育てていきます。

 学校名 住所・電話番号
瑞穂中学校 瑞穂町大字石畑 1961-1
 ☎５５７－００７０
瑞穂第二中学校 瑞穂町大字箱根ケ崎 1172
 ☎５５７－５５０１

 学校名 住所・電話番号
瑞穂第一小学校 瑞穂町大字箱根ケ崎 2287
 ☎５５７－００４５
瑞穂第二小学校 瑞穂町大字長岡長谷部 250
 ☎５５７－０６４６
瑞穂第三小学校 瑞穂町大字二本木 670 
 ☎５５７－０２６６
瑞穂第四小学校 瑞穂町箱根ケ崎西松原 2-1
 ☎５５７－４１４３
瑞穂第五小学校 瑞穂町大字殿ケ谷 1160
 ☎５５６－１３７７

各校の所在地
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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２３年５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
 428 318 421 649 190 2,006 475 522 997 3,003

再生紙，環境にやさしい「大豆インク」を使っています。
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東日本大震災復興支援　がんばろう日本
残堀川チャリティーウオーキング

社 会 教 育 課
瑞穂町社会教育委員の紹介

　社会教育委員は，社会教育の推進に向け，幅広く活
動しています。
  氏　名（敬称略）
 飯田 　　弘 石山 　正志 上原 　富明
 神倉 小百合 久保田 敢司 鈴木 　育雄
 田中 　　勝 堀池 　佳子 牧野 　壽義
 村上 　豊子
任期：平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日

瑞穂町青少年委員の紹介
　　新たに１名の青少年委員が加わりました

　青少年の健全育成に向け協調性や社会性を育み，
自然体験事業などを実施します。また，子ども会活動
や各種青少年団体の支援等の活動をしていきます。
 担当地区 氏　名（敬称略）
 石畑地区 古川 　多加
任期：平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

小・中学校の主な行事等予定　６月～９月
○全小・中学校
　終業式   7 月 20日（水）
　始業式   8 月 25日（木）
○瑞穂第一小学校（☎557-0045）
 6月 2日（木） 生活科見学（２年生）
 6月 3日（金） 遠足（３年生）
　6月9日（木）～11日（土）　移動教室（６年生）
 6月 18日（土） セーフティ教室
     学校公開日
 6月 28日（火） プラネタリウム見学（４年生）
　6月29日（水）～30日（木）　宿泊学習（たんぽぽ）
　7月5日（火）～ 6日（水）　学校公開日
　7月25日（月）～27日（水）　臨海学校（５年生）
 9月 24日（土） 運動会
○瑞穂第二小学校（☎557-0646）
 6月 7日（火） 演劇鑑賞教室
 7月 1日（金） プラネタリウム見学（４年生）
　7月25日（月）～27日（水）　臨海学校（５年生）
　9月4日（日）～6日（火）　移動教室（６年生）

 9月 9日（金） 社会科見学（５年生）
 9月 14日（水） 道徳授業地区公開講座
 9月 20日（火） 社会科見学（４年生）
　9月29日（木）～ 10月1日（土）　学校公開日
○瑞穂第三小学校（☎557-0266）
 6月 11日（土） 運動会
　7月8日（金），11日（月）　セーフティ教室
　7月25日（月）～27日（水）　臨海学校（５年生）
　9月8日（木）～10日（土）　移動教室（６年生）
○瑞穂第四小学校（☎557-4143）
 6月 2日（木） セーフティ教室
 6月 7日（火） プラネタリウム見学（４年生）
　6月15日（水）～17日（金）　移動教室（６年生）
 6月 24日（金） 社会科見学（４年生）
 7月 2日（土） 学校公開日
     瑞四フェスティバル
　7月22日（金）～24日（日）　林間学校（５年生）
 9月 6日（火） 社会科見学（５年生）
 9月 23日（祝） 運動会

○瑞穂第五小学校（☎556-1377）
 6月 11日（土） 運動会
　6月28日（火）～ 29日（水）　学校公開日
 7月 4日（月） 学校公開日
 7月 8日（金） 学校公開日
　7月25日（月）～27日（水）　臨海学校（５年生）
　9月10日（土）～12日（月）　移動教室（６年生）
 9月 20日（火） 敬老参観日（学校公開日）
○瑞穂中学校（☎557-0070）
 6月 17日（金） 学校公開日
　6月30日（木）～7月2日（土）　宿泊学習（７組）
 7月 4日（月） 鑑賞教室（２年生）
　9月26日（月）～28日（水）　修学旅行（３年生）
○瑞穂第二中学校（☎557-5501）
 6月 4日（土） 体育大会
 6月 10日（金） 英語検定（３年生）
　6月13日（月）～ 17日（金）　学校公開日
 7月 4日（月） 鑑賞教室（２年生）

教育委員会定例会報告
　１月，２月，３月及び４月に定例会を１回開催しま
した。
　主な議決事項，協議事項及び報告事項は，次のと
おりです。
＜主な議決事項＞
・瑞穂町生涯学習推進計画について
・平成２２年度一般会計補正予算（第４号）の原案
中教育に関する部分の意見聴取について
・平成２３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
・瑞穂町立小・中学校の管理職の任命に関する内申

について
・瑞穂町社会教育備品貸出要綱
・瑞穂ビューパーク・スカイホール掲示板の管理に関
する要綱
・瑞穂町総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱
・瑞穂町社会教育委員の委嘱について
＜主な協議・報告事項＞
・平成２３年度瑞穂町教育委員会の教育目標（案）・
基本方針（案）について
・瑞穂町郷土資料館の在り方に関する提言について
・平成２３年度瑞穂町立学校教育課程編成について

　５月８日に実施した残堀川チャリティーウオー
キングは好天に恵まれ，多くの皆様のご参加をい
ただき，盛大に開催できました。さわやかな日差
しの中，新緑の狭山丘陵や残堀川の水辺を巡る
コースで，参加者は心地よいウオーキングを楽し
みました。
　ゴール地点の狭山池公園・瑞穂武道館では，
協力団体等によるさまざまなチャリティー活動が
行われました。

※お寄せいただいたチャリティー・義援金は，
日本赤十字社に送金しました。
　（義援金集計：269,341 円）


