す︒
団体利用
なかかわり方が求められる

の一つである学校との新た

また︑中野・鷺宮体育館︑
※当該校児童及びその保護
ことにつながります︒

※午前九時から正午まで

も身近な施設

高まりは︑最

ポーツ活動の

平

み教室講師︶

〇岡野登喜江︵中野いず

ポーツ実技指導員︶

〇若松 博︵学校開放ス

ポーツ実技指導員︶



成
教育委員会表彰
年度

三月二日︑区役

み教室講師︶

〇橋本抄衣子︵中野いず

み教室講師︶

〇美濃見代子︵中野いず

表彰式が行われま

文化の振興・発展

問学級講師︶

〇国貞隆子︵社会教育訪

西支部

〇日本鉄道ＯＢ会東京城

々や︑各種大会・

績を収めた児童・

褒 状

校５年︶

６年︶

〇和田 雅︵野方小学校

〇和田うらら︵野方小学

員︶

〇中田恵美子︵青少年委

褒状十六組の計四

した︒受賞者の方

〇齊藤 豊︵江原小学校

表彰状

〇根本一範︵体育指導委

員︶

〇中西圭子︵体育指導委

員︶

〇伊藤忠和︵体育指導委

〇金子隼也︵中野富士見

校３年︶

〇植田圭介︵第十一中学

３年︶

〇中村一誠︵第九中学校

３年︶

〇木山優子︵第九中学校

３年︶

長︶

員︶

〇大西亮太︵第八中学校

〇藤崎武利︵第三中学校

〇蓮實礼子︵体育指導委

員︶

長︶

〇秋田珠枝︵体育指導委

〇井上美智子︵みずのと

〇横井寛布︵中野富士見

中学校２年︶

〇清水康充︵実践学園中

中学校３年︶

員︶

員︶

〇福田得子︵体育指導委

〇杉山由衣︵堀越高等学

〇金井 進︵中野区弓道

〇堺 栄一︵中野区バド

〇矢部疾風︵実践学園中

学校３年︶

〇白倉 昇︵明治大学付

学校３年︶

〇大妻中野高等学校合唱

部

校１年︶

〇堀越高等学校ゴルフ部

〇志村一夫︵中野区なぎ

〇早坂敬子︵中野区トリ

なた連盟副会長︶

感謝状

〇大妻中野中学校合唱部

〇北中野中学校ラグビー

〇第九中学校吹奏楽部

属中野中学校３年︶

〇堀越高等学校美術部

〇三輪建二︵社会教育委

〇明治大学付属中野中学

〇実践学園中学校卓球部

〇村田健作︵学校開放ス

委員︶

︵敬称略・順不同︶

校相撲部

部

員︶

ーボール協会副理事長︶

式野球連盟副会長︶

〇布瀬川弘子︵体育指導

〇篠崎淑子︵青少年委員︶

〇佐藤君江︵青少年委員︶

〇山田二三夫︵中野区軟

〇榊 藍子︵青少年委員︶

〇坂上靖彦︵青少年委員︶

〇穂積龍子︵中野区バレ

ム体操連盟副会長︶

ミントン協会会長︶

連盟副会長︶

う幼稚園長︶

す︒

々をご紹介しま

十九組を表彰しま

組︑感謝状九組︑

て表彰状二十四

人︑団体を合わせ

生徒の中から︑個

行事等で優秀な成

に功労のあった方

した︒区の教育・

三年度教育委員会

所会議室で平成十







活体験︑自然体験︑社会体
哲学堂公園・上高田運動施
者

運営を前提
に︑地域にお
文化の確立を

けるスポーツ

生初心者水泳教室﹂でクロ

での体育館は︑児童中心の

※午後一時から午後五時ま

１
３

験など︑遊び︑スポ︱ツや
●中学校

し︑顧問教師が得にくいな

によって学校が小規模化

一方︑学校では︑少子化

動広場では︑小・中学生に
開放

校庭︑体育館︑特別教室

設野球場︑妙正寺川公園運

ます︒

時間帯を設けて開放してい

中野区には四つの地域生

○地域生涯学習館

学校週五日制に対応し︑毎

涯学習館があります︒完全

活動︑社会参加活動などを

文化活動︑自然にふれあう

れ︑人間関係が深められる

とおして︑人間性が高めら

めにくいという現実があり

どの理由で運動部活動が進

詳しくは︑﹁ないせす
︵Ｎ

に向けた大きな流れを背景

生涯スポーツ社会の実現

高まっています︒

していきたいという考えも

域との連携によって見いだ

ツ活動の機会を︑学校と地

けでは達成しにくいスポー

その解決策として学校だ

ます︒

を除く毎土曜日

ＩＣＥＳ︶﹂をご覧になる
※当該校生徒及びその保護

※午前九時から正午まで

学校教育と地域ス
ポーツとの接点を
求めて

者

平成十四年度からは祝日等

は登録した地域の青少年団

週第一・三・五土曜日午前

ださい︒

か︑各施設へお問合わせく

また︑子どもたちが自ら
考えています︒場所があれ

体等に学習室の貸し出しを

などが期待されます︒

できる能力や資質︑態度を
人は利用してください︒

ば何かできると考えている

学校開放事業の

学ぶ意欲と︑主体的に学習

に役立てるための生涯学習

取り組み

〜総合型地域スポー
ツクラブに向けて
区内では︑多くのスポー

へと相互の働きかけが融合

から地域へ︑地域から学校

社会との連携に向け︑学校

に︑学校運動部活動と地域

も青少年向けの文化教室や

また︑地域では青少年健全

スポーツクラブ実現への取

する場としての総合型地域

ツ団体が活動しています︒

彩なスポーツ行事が実施さ

育成活動の一つとして︑多

意しています︒
︿文化教室﹀

スポーツ教室をたくさん用

公社では︑平成十四年度

組み

振興 公 社 の 取 り

文化・スポーツ

身につけ︑自己の人間形成
の基礎を養うことにも結び
つけたいものです︒
このようなことをふまえ
ぎのような取り組みを計画

て︑教育委員会として︑つ
しています︒

青少年事業
子どもの居場所
小・中学生を対象に︑不

教育委員会ではその実現

開放

会の一員として考えます︒

ます︒

ールや平泳ぎの基礎を学べ

地域でのス

目指します︒

神的︑物理的なゆとりがう

しくは区報でお知らせしま

いずれも五回程度です︒詳

子のふれあいが増す︑ 生



す︒

思義な実験を楽しむ﹁こど

振興基本計画﹂は生涯スポ

り方などについて︑先進事

に向け条件整備や支援のあ

を除く毎土曜日

平成十四年度からは祝日等

まれる︑ 家庭における親



り組みが期待されていま

﹁友だちと話したいとき︑

○ＺＥＲＯ西館東側ロビー
も科学教室﹂や︑プラネタ

市区町村に総合型地域スポ

ーツ社会の実現に向け︑各

す︒

例の調査など検討を始めま

文部科学省の﹁スポーツ

ちょっとした場所があった

学ぶ﹁こどもプラネタリウ

リウムで星や天体について

れています︒

ちが過ごせる空間をＺＥＲ

ら⁝︒﹂こうした子どもた

を目標にしています︒
総合型地域スポーツクラ

ーツクラブを育成すること

ブは︑新しいスポーツ環境

な か のＺＥＲＯ西 館 で 開
学校開放は︑学校が休み

ム﹂﹁こども星の会﹂を︑

の日に子どもたちに︑遊び︑

ます︒現在︑外壁がガラス

ア・ス ト リ ー ト ダ ン ス 教

催︒また新しく︑﹁ジュニ

Ｏ西館東側ロビーに用意し

し︑集えるようにします︒

の部分にイスなどを整備

し て 多 種 目︑

整備の一つと
多 世 代︑
多様

所を提供するため小学校二

な技術・技能

スポーツ及び文化活動の場

庭を︑また学校によって体

十九校︑中学校十四校で校

成され︑構成

の人たちで構

教室﹂がスタートします︒

います︒

体育館プールでは︑﹁小学

も新しく始まります︒鷺宮

員の主体的な

育館や特別教室を開放して

室﹂と﹁ジュニア・バンド
○体験学習

中野体育館で開かれてい

︿スポーツ教室﹀

せんが︑休みの日に何かし

る﹁放課後のスポーツ教室﹂

直接の居場所ではありま

完全学校週五日制は︑学

中学生のために︑自然体験

︻学校週五日制事業︼

してニュースポーツを体

では︑放課後の時間を活か
●小学校

用意します︒自然体験は︑

験︒フットサルやバスケッ

と社会体験のプログラムを
山や森の中での生活を通し

からの時代に生きる子ども
たちの望ましい人間形成を

小・中学生スポーツ教室﹂

トボールを楽しむ﹁︵仮称︶

を大人と一緒に体験して社

は︑普段体験できないこと

校庭︑体育館︑特別教室
つきを考えます︒社会体験

て自然と自分たちとの結び

子どもたちの生活に︑精

これにより︑

施するものです︒

図ることを目的として︑実

社会の変化に対応してこれ

たいという小学校高学年と

〜社会教育・体育事業の取り組み〜

育全体のあり方を見直し︑

子どもたちに豊かな土曜・日曜日を

校︑家庭及び地域社会の教

完全学校週５日制に備えて
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