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児童・生徒数（平成２３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
 427 332 411 683 191 2,044 468 520 988 3,032

再生紙，環境にやさしい「大豆インク」を使っています。

教育委員会定例会・臨時会報告
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次世代の力づよい意見 !

　９月，１０月，１１月及び１２月に定例会を１回，
１０月に臨時会を1回開催しました。
　主な議決事項，協議事項は，次のとおりです。
＜主な議決事項＞
・平成２２年度一般会計補正予算（第２号）の原案中
教育に関する部分の意見聴取について

・平成２２年度一般会計補正予算（第３号）の原案中

教育に関する部分の意見聴取について
＜主な協議事項＞
・平成２３年度一般会計教育費予算の編成について

※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
に森田義男氏が選任されました。

小・中学校の主な行事等予定　２月～４月
　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（木）
　卒業式　　　　　3月25日（金）
　始業式（1学期）　4月　6日（水）
　入学式　　　　　4月　6日（水）
○全中学校
　修了式　　　　　3月25日（金）
　卒業式　　　　　3月18日（金）
　始業式（1学期）　4月　6日（水）
　入学式　　　　　4月　7日（木）
○瑞穂第一小学校
 2月10日（木） 入学予定者保護者会

 2月 15日（火）～ 18日（金） 
     学校公開日
 2月 15日（火） 薬物乱用防止教室
○瑞穂第二小学校
 2月 8日（火） 社会科見学（6年生）
 2月 16日（水） 校内研究発表会
 3月 4日（金） 遠足（6年生）
○瑞穂第三小学校
 2月 1日（火） 社会科見学（6年生）
 2月 17日（木） 薬物乱用防止教室
○瑞穂第四小学校
 2月 4日（金） 研究発表会
 2月 14日（月）～ 18日（金） 
     学校公開日

 2月 15日（火） 薬物乱用防止教室
 2月 25日（金） 社会科見学（6年生）
○瑞穂第五小学校
　2月 18日（金） 学校公開日
　2月 18日（金） 校内研究発表会
 3月 4日（金） 社会科見学（6年生）
○瑞穂中学校
　2月 3日（木）～ 5日（土）
     移動教室
　2月 10日（木） 校外学習（2年生）
○瑞穂第二中学校
　2月 8日（火）～ 10日（木）
     移動教室
　2月 15日（火） 校外学習（2年生）

第２６回青少年の主張意見発表会　１２月４日
　スカイホール大ホールにて開催されました。応募数６４９点という多数の作品の中から審査会を経て入選され
た２４名の青少年が立派に意見発表を行いました。それぞれが考える思いや夢，体験したことを発表し，会場は
拍手喝さいに包まれました。

高校・一般の部
保坂　知義　「自分に出来る事」　瑞穂町役場

小学生の部
午來　由希　「命の大切さ」　五小

中学生の部
並木　つぐみ
　「大好きな瑞穂町だからこそ」　二中

山根　萌
　「世界中を笑顔に」　二中

最優秀賞最優秀賞
（敬称略）

 あ み だ にょ らい ぞう

阿弥陀如来像　　　（瑞穂町指定有形文化財）
 

　阿弥陀堂に安置されているこの像は，町内でも屈指の貴重な像である。像
 よせ ぎ こん でい だい え

の高さは 28.4cm，膝張 22.5cm，寄木造金泥塗，大衣の一部が右肩にかかる。

＜所在地　石畑 1708 番地　阿弥陀堂内＞

～　瑞穂町にある文化財めぐり　第４回～
文　第五小学校

石畑
駐在所

卍

青梅街道

石畑下
集会所

玉林寺
公園

 ぎょく がん びゃく ごう は

玉眼で，額の白毫は，水晶が嵌めこんである。
 ら ほつ み だ じょう いん

螺髪彫出，弥陀定印，容姿端正。台座光背とも

像と同時の作。
 れん だい れん べん

　台座の蓮台は，蓮弁の一葉ずつを蓮内に釘
 ふき れん べん ず こう しん こう

止めした葺蓮弁，光背は円形の頭光および身光

の周辺から，斜め上に平行線で伸び，その周縁は波うっている。頭光板（和鏡か）

を逸する。長い年月のいたみから，台座と光背の一部が惜しいことに欠損してい

た。昭和６１年に復元修理され現在に至る。

　台座の内側に「□町十三丁目大仏師吉見兵部作」の墨書銘がある。

【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

福正寺
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　平成２３年度に町立小・中学校で使用する教科書が平成２２年７月の教育委員会（定例会）で
下表のとおり採択されました。

   中 学 校
   種目 発行者 種目 発行者

   国語 光村図書出版
 理科 

新興出版社啓林館
    

 （第二分野） 

   書写 光村図書出版
 音楽

 教育芸術社     （一般）
 

 
 社会

 帝国書院
 音楽

 教育芸術社   （地理的分野）  （器楽合奏）
 

 
 社会

 帝国書院 美術 日本文教出版   （歴史的分野）
 

 
 社会

 教育出版 保健体育 東京書籍   （公民的分野）

   地図 帝国書院
 技術・家庭

 開隆堂出版
    

 （技術分野）

   数学 東京書籍
 技術・家庭

 開隆堂出版     （家庭分野）
 

 
 理科 

新興出版社啓林館 英語 学校図書   （第一分野） 

 小 学 校
 種目 発行者

 国語 光村図書出版

 書写 光村図書出版

 社会 教育出版

 地図 帝国書院

 算数 学校図書

 理科 大日本図書

 生活 東京書籍

 音楽 教育芸術社

 図画工作 日本文教出版

 家庭 東京書籍

 保健 学研教育みらい

平成２３年度に使用する町立小・中学校の教科書

平成２２年度の体力調査の結果

社会教育課の主な行事等予定　２月～５月

 月 事業名 対象者 日程 場所 問合せ
 ２月 子どもリーダー講習会 小５年，育成会役員ほか ２０日（日） 各小学校体育館 
  地球のステージ４ 中１年・中２年・一般 　４日（金） スカイホール大ホール 
 
３月
 ぴあのくらぶ発表会 受講生・修了生 　６日（日） スカイホール小ホール 

  ジュニアピアノコンテスト 小学生・中学生 ２０日（日） 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 ２６日（土）・２７日（日） 白州フォスターヴィレッジ（山梨県） 
 
４月
 さくらまつり「子どもの集い」 幼児～中学生 　３日（日） 六道山公園 

  狭山丘陵ウオーキング 全町民 　３日（日） 六道山周辺 ☆
  残堀川ふれあいウオーキング 全町民 　８日（日） 六道山～残堀川 ☆
 ５月 ターゲットバードゴルフ教室 高校生以上 中旬 町営第２グランド ☆
  子ども会合同交流会 小６年，育成会役員ほか 未定 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】

小

　学

　校

評　価

柔軟性などが優れ
ています。しかし，
瞬発力（立ち幅と
び，ボール投げ）
などがやや不足し
ているといえます。

柔軟性などが優れ
ています。しかし，
瞬発力（立ち幅と
び），敏しょう性な
どがやや不足して
いるといえます。

瞬発力（立ち幅
とび，ボール投
げ）などがやや
不足していると
いえます。

瞬発力（立ち幅
とび），敏しょう
性などがやや不
足しているとい
えます。

   握　力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20ｍシャトル 持久走 ５０ｍ走 立ち幅とび ソフトボール
   （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） ラン　  （回） （秒） （秒） （ｃｍ） 投げ　 （ｍ） 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 14.82 17.77 33.72 38.34 40.17 ―  9.65 140.41 20.78 
 ４年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 14.99 17.64 30.28 38.78 44.07 ―  9.65 147.12 22.33 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 14.63 17.33 31.06 35.79 39.58 ―  9.64 141.17 20.69 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 13.21 15.83 36.12 34.53 29.47 ― 10.10 127.98 11.11 
 ４年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 13.96 16.43 33.90  37.06 33.26 ―  9.93 138.73 12.5  
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 13.78 16.31 34.82 33.65 29.06 ―  9.91 132.97 11.6  
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 17.47 18.28 32.92 40.80 46.85 ―  9.37 142.41 23.73 
 ５年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 17.15 19.37 32.47 42.43 51.83 ―  9.35 154.54 26.20 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 16.97 19.24 33.17 39.36 45.21 ―  9.35 152.59 24.26 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 17.12 17.19 37.20 37.33 36.04 ―  9.57 135.89 13.40 
 ５年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 16.81 18.42 36.26 40.17 41.57 ―  9.54 147.61 15.24 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 16.28 17.34 37.39 36.80 34.59 ―  9.56 144.48 13.85 

　小学校４年生以上の児童・生徒を対象に体力テスト（下表に記載の８項目）を実施しました。
　これらの結果をもとに，学校・家庭・地域で連携して児童・生徒の体力づくりを図っていきます。

瑞穂町生涯学習センター
　生涯学習センターは，一小の東側の校舎１階の教室を改修して，平成
１３年に開設されました。
　町の生涯学習活動の拠点として，生涯学習を推進するグループや団体に
貸し出します。会議や事業などの学習活動に利用できます。
▼小ホール…最大５０人　　　▼集会室・いこいの間…３５人
▼会議室・事務室…１０人
使用時間　　午前９時～午後９時（年末年始を除く毎日）
受 　 付　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　午前８時３０分～午後５時
申 込 み　　生涯学習センター<箱根ケ崎 2287>　☎568-0050 【問合せ　社会教育課　☎557-6695】

社会教育課 ― 施設の紹介

　特に高齢者への読み聞かせについては，「活動の動
機・きっかけも様々です。いずれの場合にも各施設担
当者との連携を密にしておかねばなりません。資料に
ついても事前に準備しますが，実践の積み重ねの中で
対象者の状態や好みの傾
向など自然に把握すること
ができるようになるもので
す。」と熱心に講演されて
いました。
　参加者からは「とても
楽しく，良かったです。」「高齢者への読み聞かせの講
演はなかなかないので参考になりました。」「方法や体
験について幅広く聞けて楽しかった。」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，お待ちしています。

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年度は，図書館協議会から意見を伺い，
講師に山花郁子さんをお願いしました。
　「いつでもどこでも読み聞かせ～赤ちゃんからお年寄
りまで～」という演題で，読み聞かせに関心のある方
を対象に，平成２２年９月４日に実施しました。
　高齢者への読み聞かせについての講演もあるという
ことで，会場はふれあいセンターで行い，高齢者福祉
施設の職員や，ご家族に高齢者がいる方からの参加も
あり，盛況な講演会となりました。
　内容は，「赤ちゃんからお年寄りまで」と幅広いもの
で，赤ちゃん・幼児の時代から中学までの子どもの年
齢層に合った方法や本の紹介，そして高齢者への読み
聞かせについてお話し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）
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“ミズホ 笑夢（エム） スポーツ クラブ【略称：笑夢（エム）スポ】” 設立 ！
　瑞穂町で初めての「総合型地域スポーツクラブ」となる “笑夢（エム）スポ ”が２月に設立されます。
　昨年より設立準備委員会やプレ事業を開催し，クラブ設立に向けた準備を行ってきました。
　今後は，活動拠点となる，瑞穂武道館などの体育施設を中心とした町内の施設を利用し，各種スポーツから文
化活動まで幅広く事業を展開していきます。

※３月からプレオープン事業を実施しながら会員を募集し，
　４月から本オープンとなります。

笑夢（エム）スポとは：
　子どもから高齢者，ハンディキャップのある方も，性別や年齢
などにかかわらず参加でき，複数のスポーツ種目や文化活動を楽
しむことができる会員制のクラブです。

スポーツ事業の主な内容：
　ミニテニス，スポーツ吹矢，ローンボウルズ，バスケットボールの各教室など

体育施設の予約
　町のホームページ掲載の「体育施設等予約システム」で各体育施設の様子や予約状況が確認できます。
　事前に社会教育課窓口で予約システム利用者登録の手続きをしておくと，パソコンや携帯電話から体育施設の
予約をすることができますので，どうぞご利用ください。

瑞穂武道館
　武道館は昭和５４年に建設されました。
　館内には畳敷きの柔道場と床張りの剣道場があります。 
　柔道及び剣道のほか，空手道，太極拳など様々な分野で利用さ
れています。
　２月には，瑞穂町総合型地域スポーツクラブ “笑夢（エム）スポ ”
の事務所としても利用されます。

【問合せ　社会教育課　☎557-7071】
 

瑞穂中央体育館
　中央体育館は，昭和５０年に建設された町の屋内スポーツの
中心施設です。
　競技場は，入口側半面の「第１体育室」と奥側半面の「第２
体育室」があります。
　各種のスポーツ利用（バスケットボール，バレーボール，バド
ミントン，卓球など）や，そのほか様々な大会開催などで利用さ
れています。

社会教育課 ― 事業の紹介

社会教育課 ― 施設の紹介

小

　学

　校

中

　学

　校

   握　力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20ｍシャトル 持久走 ５０ｍ走 立ち幅とび ソフトボール
   （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） ラン　  （回） （秒） （秒） （ｃｍ） 投げ　 （ｍ） 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 20.78 21.92 34.57 42.55 58.48 ― 8.89 155.48 29.04 
 ６年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 20.13 21.60 34.49 45.43 61.96 ― 8.88 166.79 30.37 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 19.82 21.48 35.29 43.14 54.25 ― 8.88 163.57 27.94 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 19.77 18.08 40.46 37.79 35.52 ― 9.37 139.96 14.11 
 ６年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 19.97 19.22 39.11 42.40 47.66 ― 9.23 155.15 17.87 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 19.31 19.52 40.56 40.00 41.07 ― 9.15 153.68 15.85 

※　　の項目は，全国の平均値との比較で瑞穂町の平均値が上回ったものです。

   握　力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20ｍシャトル 持久走 ５０ｍ走 立ち幅とび ハンドボール
   （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） ラン　 （回） （分･秒） （秒） （ｃｍ） 投げ　 （ｍ）
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 23.45 25.12 41.06 47.54 ― 7'29" 9.08 180.66 19.85 
 １年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 24.66 23.96 39.39 48.37 ― 7'01" 8.48 180.72 19.21 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 23.69 22.79 37.75 44.81 ― 7'18" 8.69 173.96 17.84 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 21.66 20.50 44.86 42.65 ― 5'03" 9.29 163.03 10.92 
 １年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 22.08 20.25 42.04 43.96 ― 4'57" 9.03 163.29 12.76 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 21.48 19.12 41.47 40.43 ― 5'14" 9.19 158.21 11.53 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 29.38 27.81 37.99 46.84 ― 7'01" 8.23 195.93 21.67 
 ２年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 30.10 27.50 43.15 51.78 ― 6'32" 7.92 196.76 21.76 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 29.27 25.86 41.07 47.71 ― 6'43" 8.16 189.98 20.36 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 23.71 22.26 48.34 42.08 ― 5'21" 9.15 164.22 12.59 
 ２年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 23.97 23.08 43.94 45.50 ― 4'45" 8.78 169.46 13.99 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 23.78 21.30 43.29 42.80 ― 4'59" 8.90 162.56 12.84 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 35.91 32.79 54.35 53.77 ― 6'44" 7.85 216.51 25.03 
 ３年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 35.46 29.49 46.79 54.62 ― 6'08" 7.53 211.42 24.41 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 34.32 28.18 44.42 50.80 ― 6'28" 7.70 202.96 23.07 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 25.67 22.16 46.96 44.87 ― 5'09" 9.09 160.29 14.26 
 ３年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 25.33 24.00 45.93 46.58 ― 4'48" 8.72 171.47 14.71 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 24.73 22.63 44.65 43.70 ― 4'59" 8.86 164.65 13.52

※　　の項目は，全国の平均値との比較で瑞穂町の平均値が上回ったものです。

評　価

瞬発力（立ち幅と
び），敏しょう性な
どがやや不足して
いるといえます。

瞬発力（立ち幅と
び），敏しょう性な
どがやや不足して
いるといえます。

評　価

瞬発力（50ｍ走），
全身持久力などが
やや不足している
といえます。

柔軟性などが優れ
ています。しかし，
瞬発力（ボール投
げ，50ｍ走など）
などがやや不足し
ているといえます。

敏しょう性，柔軟
性などがやや不足
しているといえま
す。

柔軟性などが優れ
ています。しかし，
全身持久力，敏
しょう性などがや
や不足していると
いえます。

とくに柔軟性，筋持久
力などが大変優れてい
ます。しかし，全身持
久力，瞬発力（50ｍ走）
などがやや不足してい
るといえます。

瞬発力（50ｍ走），
全身持久力などが
やや不足している
といえます。
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　１月２３日に，瑞穂町議会議場でみずほ小・中学生子ども議会が開催さ
れました。町立小・中学校から２名ずつ，計１４名の子ども議員が出席し，
それぞれの学校や普段の生活を通して気づいた質問をしました。子ども議員
の様々な質問に対しては，町長をはじめとして副町長，教育長，各部長が答
弁しました。

【問合せ　企画財政課　☎557-7468】

みずほ小・中学生子ども議会

社会教育課 ― 事業の紹介

瑞穂第五小学校「環境教育優良校」に！
　五小の環境教育への取り組みが認められ，東京
都の「環境教育優良校」に選ばれました。平成
２２年９月１１日に都庁で「環境教育フォーラム・
表彰式」が行われ，同校を代表し６年生の菊池　
梨緒（きくち　りお）さんが受賞者として参加しま
した。

学 校 の 様 子

中学校で茶道の授業が
始まりました

　日本の伝統・文化にかか
わる学習として町立中学校で
授業に茶道を導入しました。
講師に瑞穂町文化連盟の茶
道会の方々を招いて，茶道
を学んで
います。

小学生スキー教室
　長野県菅平高原スキー場で，１月４日から６日の二泊
三日の行程で，小学生スキー教室を行いました。
　小学校４年生から６年生の児童１１８名が参加しまし
た。
　初めてのスキーとなる子どもたちも多くいましたが，ス
キー連盟の指導者による講習により，正しいスキー操作
を身につけ，最終日には皆で楽しく滑ることができまし
た。
　このスキー教室は，一小から五小まですべての小学校
からの参加により，他校の児童との交流ができる機会とし
て，実施しています。

全小・中学校の耐震補強工事完了
　学校施設は教育の現場としてだけではなく，災害時には地域住
民の広域避難場所としての役割を担っています。

　町では，町内小・中
学校の耐震補強工事を
進め，今年度，五小と
二中の工事が完了し，
全校が耐震化されまし
た。これにより，児童・
生徒・学校関係者のみ
ならず地域住民の皆様
にとっても，より安全
な場所になりました。

瑞穂第二中学校吹奏楽部・クリスマス演奏会
　二中吹奏楽部によるクリスマス演奏会が，平成２２年１２月
２１日に長岡保育園で開催されました。クリスマスソングやアニ
メの曲などを取り入れた親しみやすい楽曲で構成し，園児たちに

音楽の楽しさを感じてもらいまし
た。間近で聴く吹奏楽に，園児た
ちは手拍子をしたり，声をあげた
り，とても楽しんでいました。

駅伝競走大会
　１月恒例の駅伝競走大会が１月１６日に，１０２
チームの参加により盛大に開催することができまし
た。
　選手は日頃の練習成果を発揮し，熱気ある大会
となりました。
　駅伝大会の開催には，福生警察署及び交通安全
推進協議会，また町内会や都立瑞穂農芸高等学校，
ボーイスカウトなど多くの関係者の方々のご協力を
頂きました。

二小

二中

放課後子ども教室
　放課後子ども教室は，子どもたちが地域の中で，心豊かで健や
かに育まれる環境づくりを推進していくことを目的に実施していま

す。地域の方々や各学校の
ご協力をいただき，放課後
の小学校の教室等で体験学
習や異年齢間の交流を通し
て，安全で安心な居場所づ
くりを行っています。
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　１月２３日に，瑞穂町議会議場でみずほ小・中学生子ども議会が開催さ
れました。町立小・中学校から２名ずつ，計１４名の子ども議員が出席し，
それぞれの学校や普段の生活を通して気づいた質問をしました。子ども議員
の様々な質問に対しては，町長をはじめとして副町長，教育長，各部長が答
弁しました。

【問合せ　企画財政課　☎557-7468】

みずほ小・中学生子ども議会

社会教育課 ― 事業の紹介

瑞穂第五小学校「環境教育優良校」に！
　五小の環境教育への取り組みが認められ，東京
都の「環境教育優良校」に選ばれました。平成
２２年９月１１日に都庁で「環境教育フォーラム・
表彰式」が行われ，同校を代表し６年生の菊池　
梨緒（きくち　りお）さんが受賞者として参加しま
した。

学 校 の 様 子

中学校で茶道の授業が
始まりました

　日本の伝統・文化にかか
わる学習として町立中学校で
授業に茶道を導入しました。
講師に瑞穂町文化連盟の茶
道会の方々を招いて，茶道
を学んで
います。

小学生スキー教室
　長野県菅平高原スキー場で，１月４日から６日の二泊
三日の行程で，小学生スキー教室を行いました。
　小学校４年生から６年生の児童１１８名が参加しまし
た。
　初めてのスキーとなる子どもたちも多くいましたが，ス
キー連盟の指導者による講習により，正しいスキー操作
を身につけ，最終日には皆で楽しく滑ることができまし
た。
　このスキー教室は，一小から五小まですべての小学校
からの参加により，他校の児童との交流ができる機会とし
て，実施しています。

全小・中学校の耐震補強工事完了
　学校施設は教育の現場としてだけではなく，災害時には地域住
民の広域避難場所としての役割を担っています。

　町では，町内小・中
学校の耐震補強工事を
進め，今年度，五小と
二中の工事が完了し，
全校が耐震化されまし
た。これにより，児童・
生徒・学校関係者のみ
ならず地域住民の皆様
にとっても，より安全
な場所になりました。

瑞穂第二中学校吹奏楽部・クリスマス演奏会
　二中吹奏楽部によるクリスマス演奏会が，平成２２年１２月
２１日に長岡保育園で開催されました。クリスマスソングやアニ
メの曲などを取り入れた親しみやすい楽曲で構成し，園児たちに

音楽の楽しさを感じてもらいまし
た。間近で聴く吹奏楽に，園児た
ちは手拍子をしたり，声をあげた
り，とても楽しんでいました。

駅伝競走大会
　１月恒例の駅伝競走大会が１月１６日に，１０２
チームの参加により盛大に開催することができまし
た。
　選手は日頃の練習成果を発揮し，熱気ある大会
となりました。
　駅伝大会の開催には，福生警察署及び交通安全
推進協議会，また町内会や都立瑞穂農芸高等学校，
ボーイスカウトなど多くの関係者の方々のご協力を
頂きました。

二小

二中

放課後子ども教室
　放課後子ども教室は，子どもたちが地域の中で，心豊かで健や
かに育まれる環境づくりを推進していくことを目的に実施していま

す。地域の方々や各学校の
ご協力をいただき，放課後
の小学校の教室等で体験学
習や異年齢間の交流を通し
て，安全で安心な居場所づ
くりを行っています。
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“ミズホ 笑夢（エム） スポーツ クラブ【略称：笑夢（エム）スポ】” 設立 ！
　瑞穂町で初めての「総合型地域スポーツクラブ」となる “笑夢（エム）スポ ”が２月に設立されます。
　昨年より設立準備委員会やプレ事業を開催し，クラブ設立に向けた準備を行ってきました。
　今後は，活動拠点となる，瑞穂武道館などの体育施設を中心とした町内の施設を利用し，各種スポーツから文
化活動まで幅広く事業を展開していきます。

※３月からプレオープン事業を実施しながら会員を募集し，
　４月から本オープンとなります。

笑夢（エム）スポとは：
　子どもから高齢者，ハンディキャップのある方も，性別や年齢
などにかかわらず参加でき，複数のスポーツ種目や文化活動を楽
しむことができる会員制のクラブです。

スポーツ事業の主な内容：
　ミニテニス，スポーツ吹矢，ローンボウルズ，バスケットボールの各教室など

体育施設の予約
　町のホームページ掲載の「体育施設等予約システム」で各体育施設の様子や予約状況が確認できます。
　事前に社会教育課窓口で予約システム利用者登録の手続きをしておくと，パソコンや携帯電話から体育施設の
予約をすることができますので，どうぞご利用ください。

瑞穂武道館
　武道館は昭和５４年に建設されました。
　館内には畳敷きの柔道場と床張りの剣道場があります。 
　柔道及び剣道のほか，空手道，太極拳など様々な分野で利用さ
れています。
　２月には，瑞穂町総合型地域スポーツクラブ “笑夢（エム）スポ ”
の事務所としても利用されます。

【問合せ　社会教育課　☎557-7071】
 

瑞穂中央体育館
　中央体育館は，昭和５０年に建設された町の屋内スポーツの
中心施設です。
　競技場は，入口側半面の「第１体育室」と奥側半面の「第２
体育室」があります。
　各種のスポーツ利用（バスケットボール，バレーボール，バド
ミントン，卓球など）や，そのほか様々な大会開催などで利用さ
れています。

社会教育課 ― 事業の紹介

社会教育課 ― 施設の紹介

小

　学

　校

中

　学

　校

   握　力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20ｍシャトル 持久走 ５０ｍ走 立ち幅とび ソフトボール
   （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） ラン　  （回） （秒） （秒） （ｃｍ） 投げ　 （ｍ） 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 20.78 21.92 34.57 42.55 58.48 ― 8.89 155.48 29.04 
 ６年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 20.13 21.60 34.49 45.43 61.96 ― 8.88 166.79 30.37 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 19.82 21.48 35.29 43.14 54.25 ― 8.88 163.57 27.94 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 19.77 18.08 40.46 37.79 35.52 ― 9.37 139.96 14.11 
 ６年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 19.97 19.22 39.11 42.40 47.66 ― 9.23 155.15 17.87 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 19.31 19.52 40.56 40.00 41.07 ― 9.15 153.68 15.85 

※　　の項目は，全国の平均値との比較で瑞穂町の平均値が上回ったものです。

   握　力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20ｍシャトル 持久走 ５０ｍ走 立ち幅とび ハンドボール
   （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） ラン　 （回） （分･秒） （秒） （ｃｍ） 投げ　 （ｍ）
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 23.45 25.12 41.06 47.54 ― 7'29" 9.08 180.66 19.85 
 １年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 24.66 23.96 39.39 48.37 ― 7'01" 8.48 180.72 19.21 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 23.69 22.79 37.75 44.81 ― 7'18" 8.69 173.96 17.84 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 21.66 20.50 44.86 42.65 ― 5'03" 9.29 163.03 10.92 
 １年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 22.08 20.25 42.04 43.96 ― 4'57" 9.03 163.29 12.76 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 21.48 19.12 41.47 40.43 ― 5'14" 9.19 158.21 11.53 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 29.38 27.81 37.99 46.84 ― 7'01" 8.23 195.93 21.67 
 ２年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 30.10 27.50 43.15 51.78 ― 6'32" 7.92 196.76 21.76 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 29.27 25.86 41.07 47.71 ― 6'43" 8.16 189.98 20.36 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 23.71 22.26 48.34 42.08 ― 5'21" 9.15 164.22 12.59 
 ２年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 23.97 23.08 43.94 45.50 ― 4'45" 8.78 169.46 13.99 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 23.78 21.30 43.29 42.80 ― 4'59" 8.90 162.56 12.84 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 35.91 32.79 54.35 53.77 ― 6'44" 7.85 216.51 25.03 
 ３年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 35.46 29.49 46.79 54.62 ― 6'08" 7.53 211.42 24.41 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 34.32 28.18 44.42 50.80 ― 6'28" 7.70 202.96 23.07 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 25.67 22.16 46.96 44.87 ― 5'09" 9.09 160.29 14.26 
 ３年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 25.33 24.00 45.93 46.58 ― 4'48" 8.72 171.47 14.71 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 24.73 22.63 44.65 43.70 ― 4'59" 8.86 164.65 13.52

※　　の項目は，全国の平均値との比較で瑞穂町の平均値が上回ったものです。

評　価

瞬発力（立ち幅と
び），敏しょう性な
どがやや不足して
いるといえます。

瞬発力（立ち幅と
び），敏しょう性な
どがやや不足して
いるといえます。

評　価

瞬発力（50ｍ走），
全身持久力などが
やや不足している
といえます。

柔軟性などが優れ
ています。しかし，
瞬発力（ボール投
げ，50ｍ走など）
などがやや不足し
ているといえます。

敏しょう性，柔軟
性などがやや不足
しているといえま
す。

柔軟性などが優れ
ています。しかし，
全身持久力，敏
しょう性などがや
や不足していると
いえます。

とくに柔軟性，筋持久
力などが大変優れてい
ます。しかし，全身持
久力，瞬発力（50ｍ走）
などがやや不足してい
るといえます。

瞬発力（50ｍ走），
全身持久力などが
やや不足している
といえます。
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　平成２３年度に町立小・中学校で使用する教科書が平成２２年７月の教育委員会（定例会）で
下表のとおり採択されました。

   中 学 校
   種目 発行者 種目 発行者

   国語 光村図書出版
 理科 

新興出版社啓林館
    

 （第二分野） 

   書写 光村図書出版
 音楽

 教育芸術社     （一般）
 

 
 社会

 帝国書院
 音楽

 教育芸術社   （地理的分野）  （器楽合奏）
 

 
 社会

 帝国書院 美術 日本文教出版   （歴史的分野）
 

 
 社会

 教育出版 保健体育 東京書籍   （公民的分野）

   地図 帝国書院
 技術・家庭

 開隆堂出版
    

 （技術分野）

   数学 東京書籍
 技術・家庭

 開隆堂出版     （家庭分野）
 

 
 理科 

新興出版社啓林館 英語 学校図書   （第一分野） 

 小 学 校
 種目 発行者

 国語 光村図書出版

 書写 光村図書出版

 社会 教育出版

 地図 帝国書院

 算数 学校図書

 理科 大日本図書

 生活 東京書籍

 音楽 教育芸術社

 図画工作 日本文教出版

 家庭 東京書籍

 保健 学研教育みらい

平成２３年度に使用する町立小・中学校の教科書

平成２２年度の体力調査の結果

社会教育課の主な行事等予定　２月～５月

 月 事業名 対象者 日程 場所 問合せ
 ２月 子どもリーダー講習会 小５年，育成会役員ほか ２０日（日） 各小学校体育館 
  地球のステージ４ 中１年・中２年・一般 　４日（金） スカイホール大ホール 
 
３月
 ぴあのくらぶ発表会 受講生・修了生 　６日（日） スカイホール小ホール 

  ジュニアピアノコンテスト 小学生・中学生 ２０日（日） 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 ２６日（土）・２７日（日） 白州フォスターヴィレッジ（山梨県） 
 
４月
 さくらまつり「子どもの集い」 幼児～中学生 　３日（日） 六道山公園 

  狭山丘陵ウオーキング 全町民 　３日（日） 六道山周辺 ☆
  残堀川ふれあいウオーキング 全町民 　８日（日） 六道山～残堀川 ☆
 ５月 ターゲットバードゴルフ教室 高校生以上 中旬 町営第２グランド ☆
  子ども会合同交流会 小６年，育成会役員ほか 未定 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】

小

　学

　校

評　価

柔軟性などが優れ
ています。しかし，
瞬発力（立ち幅と
び，ボール投げ）
などがやや不足し
ているといえます。

柔軟性などが優れ
ています。しかし，
瞬発力（立ち幅と
び），敏しょう性な
どがやや不足して
いるといえます。

瞬発力（立ち幅
とび，ボール投
げ）などがやや
不足していると
いえます。

瞬発力（立ち幅
とび），敏しょう
性などがやや不
足しているとい
えます。

   握　力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20ｍシャトル 持久走 ５０ｍ走 立ち幅とび ソフトボール
   （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） ラン　  （回） （秒） （秒） （ｃｍ） 投げ　 （ｍ） 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 14.82 17.77 33.72 38.34 40.17 ―  9.65 140.41 20.78 
 ４年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 14.99 17.64 30.28 38.78 44.07 ―  9.65 147.12 22.33 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 14.63 17.33 31.06 35.79 39.58 ―  9.64 141.17 20.69 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 13.21 15.83 36.12 34.53 29.47 ― 10.10 127.98 11.11 
 ４年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 13.96 16.43 33.90  37.06 33.26 ―  9.93 138.73 12.5  
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 13.78 16.31 34.82 33.65 29.06 ―  9.91 132.97 11.6  
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 17.47 18.28 32.92 40.80 46.85 ―  9.37 142.41 23.73 
 ５年生 全国平均値
 （男子） （平成２０年度） 17.15 19.37 32.47 42.43 51.83 ―  9.35 154.54 26.20 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 16.97 19.24 33.17 39.36 45.21 ―  9.35 152.59 24.26 
  瑞穂町平均値
  （平成２２年度） 17.12 17.19 37.20 37.33 36.04 ―  9.57 135.89 13.40 
 ５年生 全国平均値
 （女子） （平成２０年度） 16.81 18.42 36.26 40.17 41.57 ―  9.54 147.61 15.24 
  都 平 均 値
  （平成２１年度） 16.28 17.34 37.39 36.80 34.59 ―  9.56 144.48 13.85 

　小学校４年生以上の児童・生徒を対象に体力テスト（下表に記載の８項目）を実施しました。
　これらの結果をもとに，学校・家庭・地域で連携して児童・生徒の体力づくりを図っていきます。

瑞穂町生涯学習センター
　生涯学習センターは，一小の東側の校舎１階の教室を改修して，平成
１３年に開設されました。
　町の生涯学習活動の拠点として，生涯学習を推進するグループや団体に
貸し出します。会議や事業などの学習活動に利用できます。
▼小ホール…最大５０人　　　▼集会室・いこいの間…３５人
▼会議室・事務室…１０人
使用時間　　午前９時～午後９時（年末年始を除く毎日）
受 　 付　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　午前８時３０分～午後５時
申 込 み　　生涯学習センター<箱根ケ崎 2287>　☎568-0050 【問合せ　社会教育課　☎557-6695】

社会教育課 ― 施設の紹介

　特に高齢者への読み聞かせについては，「活動の動
機・きっかけも様々です。いずれの場合にも各施設担
当者との連携を密にしておかねばなりません。資料に
ついても事前に準備しますが，実践の積み重ねの中で
対象者の状態や好みの傾
向など自然に把握すること
ができるようになるもので
す。」と熱心に講演されて
いました。
　参加者からは「とても
楽しく，良かったです。」「高齢者への読み聞かせの講
演はなかなかないので参考になりました。」「方法や体
験について幅広く聞けて楽しかった。」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，お待ちしています。

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年度は，図書館協議会から意見を伺い，
講師に山花郁子さんをお願いしました。
　「いつでもどこでも読み聞かせ～赤ちゃんからお年寄
りまで～」という演題で，読み聞かせに関心のある方
を対象に，平成２２年９月４日に実施しました。
　高齢者への読み聞かせについての講演もあるという
ことで，会場はふれあいセンターで行い，高齢者福祉
施設の職員や，ご家族に高齢者がいる方からの参加も
あり，盛況な講演会となりました。
　内容は，「赤ちゃんからお年寄りまで」と幅広いもの
で，赤ちゃん・幼児の時代から中学までの子どもの年
齢層に合った方法や本の紹介，そして高齢者への読み
聞かせについてお話し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）



みずほっ子目標

町 学
家地

み ず ほ の 教 育

郷土資料館

阿弥陀堂

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２３年（2011）　２／１
第６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２３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
 427 332 411 683 191 2,044 468 520 988 3,032

再生紙，環境にやさしい「大豆インク」を使っています。

教育委員会定例会・臨時会報告
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次世代の力づよい意見 !

　９月，１０月，１１月及び１２月に定例会を１回，
１０月に臨時会を1回開催しました。
　主な議決事項，協議事項は，次のとおりです。
＜主な議決事項＞
・平成２２年度一般会計補正予算（第２号）の原案中
教育に関する部分の意見聴取について

・平成２２年度一般会計補正予算（第３号）の原案中

教育に関する部分の意見聴取について
＜主な協議事項＞
・平成２３年度一般会計教育費予算の編成について

※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
に森田義男氏が選任されました。

小・中学校の主な行事等予定　２月～４月
　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（木）
　卒業式　　　　　3月25日（金）
　始業式（1学期）　4月　6日（水）
　入学式　　　　　4月　6日（水）
○全中学校
　修了式　　　　　3月25日（金）
　卒業式　　　　　3月18日（金）
　始業式（1学期）　4月　6日（水）
　入学式　　　　　4月　7日（木）
○瑞穂第一小学校
 2月10日（木） 入学予定者保護者会

 2月 15日（火）～ 18日（金） 
     学校公開日
 2月 15日（火） 薬物乱用防止教室
○瑞穂第二小学校
 2月 8日（火） 社会科見学（6年生）
 2月 16日（水） 校内研究発表会
 3月 4日（金） 遠足（6年生）
○瑞穂第三小学校
 2月 1日（火） 社会科見学（6年生）
 2月 17日（木） 薬物乱用防止教室
○瑞穂第四小学校
 2月 4日（金） 研究発表会
 2月 14日（月）～ 18日（金） 
     学校公開日

 2月 15日（火） 薬物乱用防止教室
 2月 25日（金） 社会科見学（6年生）
○瑞穂第五小学校
　2月 18日（金） 学校公開日
　2月 18日（金） 校内研究発表会
 3月 4日（金） 社会科見学（6年生）
○瑞穂中学校
　2月 3日（木）～ 5日（土）
     移動教室
　2月 10日（木） 校外学習（2年生）
○瑞穂第二中学校
　2月 8日（火）～ 10日（木）
     移動教室
　2月 15日（火） 校外学習（2年生）

第２６回青少年の主張意見発表会　１２月４日
　スカイホール大ホールにて開催されました。応募数６４９点という多数の作品の中から審査会を経て入選され
た２４名の青少年が立派に意見発表を行いました。それぞれが考える思いや夢，体験したことを発表し，会場は
拍手喝さいに包まれました。

高校・一般の部
保坂　知義　「自分に出来る事」　瑞穂町役場

小学生の部
午來　由希　「命の大切さ」　五小

中学生の部
並木　つぐみ
　「大好きな瑞穂町だからこそ」　二中

山根　萌
　「世界中を笑顔に」　二中

最優秀賞最優秀賞
（敬称略）

 あ み だ にょ らい ぞう

阿弥陀如来像　　　（瑞穂町指定有形文化財）
 

　阿弥陀堂に安置されているこの像は，町内でも屈指の貴重な像である。像
 よせ ぎ こん でい だい え

の高さは 28.4cm，膝張 22.5cm，寄木造金泥塗，大衣の一部が右肩にかかる。

＜所在地　石畑 1708 番地　阿弥陀堂内＞

～　瑞穂町にある文化財めぐり　第４回～
文　第五小学校

石畑
駐在所

卍

青梅街道

石畑下
集会所

玉林寺
公園

 ぎょく がん びゃく ごう は

玉眼で，額の白毫は，水晶が嵌めこんである。
 ら ほつ み だ じょう いん

螺髪彫出，弥陀定印，容姿端正。台座光背とも

像と同時の作。
 れん だい れん べん

　台座の蓮台は，蓮弁の一葉ずつを蓮内に釘
 ふき れん べん ず こう しん こう

止めした葺蓮弁，光背は円形の頭光および身光

の周辺から，斜め上に平行線で伸び，その周縁は波うっている。頭光板（和鏡か）

を逸する。長い年月のいたみから，台座と光背の一部が惜しいことに欠損してい

た。昭和６１年に復元修理され現在に至る。

　台座の内側に「□町十三丁目大仏師吉見兵部作」の墨書銘がある。

【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

福正寺


