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市指定無形民俗文化財

相模里神楽関連イベント
古民家での神楽舞や写真展示な
どのイベントを２月に開催しま
す。日時・内容などの詳細は、
１月15日発行の「広報あつぎ」
をご覧ください。
問文化財保護課☎225-2509
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教育委員会だより

検索
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ひら

新作映像「KAGURA」は 垣澤社中みずき会

空へ伸びる無数の竹に差し込む光を浴
。神 を 楽
びて、優雅に舞い踊る「天狐」
しませ、魂を鎮める神事芸能として、古
来より全国各地で受け継がれている里神
楽で演じられてきました。
厚木では、相模里神楽 垣澤社中（垣
澤勉家元）
が、
百年を超え大切に継承して
きました。近年、家元の長女、垣澤瑞貴さ
ん（ ・写真右）がテレビＣＭや映画に
出演したり、新作神楽を創作したりと、
精力的に活動を展開。
ところがその矢先、
新型コロナウイルス感染症の拡大により
活動の場が奪われてしまいます。
厄病退散や無病息災を祈願するもので
もある神楽の舞。瑞貴さんは今こそ広く
発信しようと、県の補助金を活用した映
像制作を企画します。古民家や竹林、神
社などのロケ地を厳選し、映像クリエー
ターと共に里神楽の新しい見せ方に挑ん
だ垣澤社中。伝統の継承と革新の先に、
里神楽の新たな未来を拓きます。

日本の神道は、森羅万象に神が宿るという概念
やおよろず
から派生しています。そこで、八百万の神々を演
じる私たちの神楽舞を、地元厚木などの美しい自
然の中で撮影しました。普段と異なる臨場感や神
まん
秘性を創り出すことで、神楽が天変地異や疫病蔓
えん
延に対する「祈りの芸能」であり続けてきたこと
を多くの方に感じてほしいと思ったからです。
制作に当たっては、
「美しい神楽舞」をコンセ
プトとしました。神楽の世界では大変珍しい「女
性神楽師」を主軸に置き、神楽が日本古来から持
つ
「美」
の真髄を徹底的に追及した作品に仕上がっ
ていると、自信を持っています。
垣澤瑞貴

社中のホームページは 垣澤社中 伝統芸能

検索

広報あつぎへの折り込みのほか、市役所、
アミューあつぎ、駅連絡所、公民館、中央図書館、保健福祉センターなどに設置

編集・発行／厚木市教育委員会 〒243-8511

神奈川県厚木市中町3-17-17

TEL.046-223-1511（代） FAX.046-224-5280

詳しくは 厚木市教育委員会

検索

うになることが分かっています。

生活習慣では、朝食を欠かさないこ

東京工芸大学
山本正彦教授

とが重要です。毎日食べる子どもは、そうでない子どもより

も、はるかに意欲的に物事に取り組むことが分かっています。
保護者がスマートフォンを見ずに子どもと食事をする、家庭

内でのあいさつを大切にするなど、家族できちんとした生活
を送ることが、健やかな体づくりにつながります。

大人にとっても、体力の維持向上はもちろん重要で、ポ

イントは第二の心臓と言われる足です。筋力量は20歳以降

少しずつ減少しますが、中でも全身の筋肉の７割を占める
下半身の減少量が大きくなります。日常生活で歩く量を増
やすことや、ランニング、筋トレに取り組むことが健康で
ひ けつ

あり続けるための秘訣です。

60
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統計❶ 体力に関する市民アンケート（令和2年12月実施）

育委員会では、
特集の企画に当たり、
体
力に関する市民アンケート 統計❶
を実施しました。４月の緊急事態宣言によ
り外出が制限され、体力の低下を感じた人
は ㌫。そのうち、 ㌫以上の人が今も完
全には回復を実感していませんでした。小・
中学生は、 ㌫が体力低下を実感し、休校
の影響が大きいことが分かりました。

運動やスポーツに積極的に取り組むよ

10

体格向上でも体力は低下

ことで、その後の成長過程においても

コロナ禍に限らず、子どもの体力低下は
昭和 年頃から見られ、長年の課題となっ
ています。スポーツ庁の調査 統計❷ を基に
長期的な比較をしてみると、前回東京オリ
ンピックのあった昭和 年に比べて、現在
の ～ 歳は全ての年齢で身長と体重が増
加。特に男子の伸びは大きく、 代後半で
は身長は約５㌢、体重は約５㌔上回ってい
ます。一方、
握力は ～ 歳で当時を下回り、
筋力の低下が見られます。
小・中学校のベテランの先生からは、最
近の子どもの課題として「体のバランスを
保てない」
「しゃがめない」
「真っすぐに走れ
ない」
「スキップができない」
「ボールの投げ
方が分からない」
「転んだ時に手が出ず、顔
をけがすることがある」などの意見が聞か
れました。

さまざまな体の動かし方を覚えていく

社会の変化が背景に

外遊びが多いほど、脳の発達を促し、

体力低下の主な原因は、外遊びの減少だ
と考えられます。テレビゲームなどの室内
遊びや習い事の増加、空き地などの遊び場
の減少、公園での「ボール使用禁止」といっ
た遊びの制限が理由として挙げられます。
保護者の意識の変化も影響しています。
統計❸ からは、運動やスポーツをするより
も、子どもには勉強をしてほしいと考える
保護者が増えていることが分かります。東
京工芸大学体育研究室の山本正彦教授は「体
力と学力が相関することは、多くの研究で
明らかになっている。ランニングは脳の記
憶機能、キャッチボールは計算機能に効果
的であるなど、運動が脳を活性化すること
にもっと着目すべき」と訴えます。

は、外遊びと生活習慣です。幼い頃の

市民協働で取り組む

子どもの体力向上のために大切なの

厚木市立小・中学校の令和元年度体力・
運動能力調査 統計❹ では、全国平均を上回
る種目が増加しましたが、８種目の合計点
は下回っています 。運動習慣などの調査か
ら見える課題は、朝食を毎日食べる割合の
低さと、小学生の運動時間の少なさです。
教育委員会では、家庭、地域、学校と協働し、
運動や朝食の大切さの啓発、気軽にスポー
ツに親しめる取り組みを進めていきます。

自分らしい
「健やかさ」
について考えよう

教

2021
（令和3）
年1月1日

緊急事態宣言（令和2年
4月7日）後の体力状況
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緊急事態宣言後の
小・中学生の体力状況
上がった

変わらない

43%

統計❹ 厚木市の児童・生徒
の体力・運動能力

下がった
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26.8

平成21年

0

が増えたからではないでしょうか。体力は、身体だけでな
く精神面も含めて、あらゆる活動の源となるものです。コ

ロナが猛威を振るう今だからこそ、自分や家族にとっての

いよいよ今年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、スポーツや運動への機運が高まること
が期待されます。一方で、新型コロナウイルス感染症（コロナ）の拡大による行動や施設利用の制限など、
思い切り体を動かす機会が減っているのが現状です。今回は、各種調査の結果を基に、充実した生活を送る
上で欠かせない健やかな体づくりの大切さについて考えます。

「健やかさ」について考えることが大切だと思います。

公益財団法人
厚木市スポーツ協会

学校運営協議会を通じて地域住民を講
師に招いた投げ方教室（森の里小）

体力づくり週間での持久走（妻田小）

公民館

体育館を開放するふらっとスポーツ
（睦合西）

市内１５の公民館では、多彩な学びを提供する学級・
講座を開催。幅広い世代が楽しく体力向上や健康増進
できる機会を提供しています。
地域と公民館が協力して、運動会や健康まつり、放
課後などの居場所づくりを目的とした
「地域子ども教室」
も開催されています。教室では、運動や工作などを実
施しています。
啓発活動としては、健やかな体づくりの基礎となる
「早
寝早起き朝ごはん」の大切さを公民館まつりなどで呼
び掛けています。
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（歳）
19

スポーツ庁
令和元年度全国体力・運動能力調査

日本体育大学の非常勤講師を招いた
フィットネス教室

教育長コラム
日直
ク ロ ー ム ブ ッ ク

導入するChromebookを確認

曽田 髙治

新型コロナウイルス感染症が、教育の

在り方を大きく変えようとしています。

ガ

子ども一人に付き１台の学習用端末と、

ギ

高速大容量の通信ネットワークを一体的

に整備する国の
「ＧＩＧＡスクール構想」

アイ

が前倒しされ、厚木市でも今年度中の整

り組んでいます。

シーティー

動ができるよう、施設環境の充実に取
改修工事が進む及川球技場

備を目指しています。情報通信機器（Ｉ

分かりやすく編集しています。

慣れないリモートワークに
変わり、 あまり運動がで
きない中、 親子で楽しく
体を動かすことができて
良かった（20代・女性）

ＣＴ）
は、
鉛筆やノートと同じように学習

などを写真やイラスト、グラフを交え、
教育研究所が作成する副読本

に不可欠なアイテムとなることでしょう。

安全にスポーツ・レクリエーション活

構想の目的は、子どもたちを誰一人取

うに、まちの様子や仕事、暮らし、歴史

り残すことなく、個々の状況に応じた学

います。市では、委員会の審議を踏ま

びを実現し、それぞれの資質・能力を一

に、利用者の皆さんが快適に安心して

層伸ばすことです。教職員は、端末を通

ついてさらに興味を持って学習できるよ

じて、一斉授業における一人一人の反応

通学時間の上限）などの検討を進めて

を把握しやすくなるだけでなく、個別学

各体育施設の長寿命化を図るととも

習においても学習履歴の記録を生かして

います。

新しくなります。子どもたちが厚木市に

それぞれの理解度に応じた指導ができま

の全面改訂に取り組み、令和３年度から

級数の範囲）や適正配置（通学距離・

す。一方で、教職員の意識改革とＩＣＴ

し、学校の適正規模（学校当たりの学

の基本方針を策定します。

0

参加者の声

地図に示された電柱を探し歩いて
得 点を競うあ つ ぎ サ ーチウォーク
チャレンジ。コロナの影響により、
イベントの中止が相次ぐ中、３密を
避けられるスポーツイベントとして開
催し、308人が参加しました。

活用スキルの向上が課題となるほか、緊

れている防球ネットの修繕を実施して

急時におけるオンライン教育の手段とし

球技場観覧場の外壁・防水改修と駐車場側に設置さ

改訂。現在は、
中学校社会科副読本「厚木」

ＩＣＴの活用は、より深い学びの実現

科副読本「わたしたちのあつぎ３・４年」を全面的に

学識経験者で構成する委員会を設置

ても研究していく必要があります。

境を整備するため、公募の市民の方や学校関係団体、

へ転換していく絶好の機会です。教育委

厚木市公共建築物の長期維持管理計画基本方針に
基づき、計画的な予防保全工事の一環として、及川

員会は、諸課題の解決に万全を期すこと

教材や教育研究の成果をまとめた冊子を作成し、小・
中学校などに提供しています。教材では、小学校社会

で、子どもたちの可能性を広げ、予測困

児童・生徒数の減少が見込まれる中、将来にわたっ

難な未来を生き抜く力を身に付けられる

体育施設改修事業

て児童・生徒がより良い教育を受けることができる環

え、令和３年度に適正規模・適正配置

男子（令和元）
女子（令和元）

幅広い世代を対象に、スポーツに触れ合うイベント
を開催しています。平成27年に学校法人日本体育大学
と締結した協定に
基づき、講師の派
遣や高水準の施設
を体験できる「ス
ポーツキャンプ 」
の実施など、同大
学と連 携した取り
組みも展開してい ニュースポーツを体験できる
スポーツなじみＤＡＹ
ます。

▲触れ合いと介護予防を目的としたしあわせ体操（玉川）
◀親子で参加できるボルダリング講座
（依知北）

よう全力で取り組んでまいります。

教育資料提供事業

50

男子（昭和39）
女子（昭和39）

スポーツ推進課

▶︎イチオシ政策
小中学校適正規模等推進事業

（kg）

体力向上と健康増進
に向けた取り組み

市立小・中学校
学校では、文部科学省が定める学習指導要領に基
づき、体育（保健体育）の授業を実施しています。
目指しているのは、生涯にわたって心身の健康を
増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資
質・能力を育成することです。 基本的な技能を身に
付けるとともに、課題の発見と解決のための思考力、
それを他者に伝える力を養います。
授業以外でも、集中的に体力向上に励む期間を設
けている学校もあります。 小学校ではランニングや
縄跳びなどを実施。中学校ではサッカーやドッジボー
クラス対抗のドッジボール大会（荻野中） ル、駅伝などのスポーツ大会を開催しています。

81%

20

ベネッセ教育総合研究所
学校外教育活動に関する調査（幼児～高校
生の保護者約1600人に実施）2017年

厚木市令和元年度体力・運動能力調査
反復横跳び、
50㍍走、
ソフト（ハンド）ボー
ル投げなど８種目の合計点（80点満点）

56%

30

39.4

29年

小５男子 小５女子 中2男子 中2女子

% 下がった
と答えた
133人

40

34.8

25年

元通りに回復

19%

統計❷ 握力に関する昭和39
年と令和元年の比較

40

や在宅勤務の影響を受け、自分の体力や健康と向き合う人

10人の委員が学校の在り方を議論

小・中学生 46
%
139人

0

ている人が以前より増えたように感じています。外出自粛

かけっこなどで基 礎 体 力 の 向 上を図る
小学生体力づくりアカデミー

11%

50

8%

先生の目から見た児童・生徒の体力状況
●学校再開後、少しの運動で疲れてしまう
児童が多かった
●現在も休み時間の過ごし方に制限があ
り、児童の外遊びへの関心が低くなっている
●休校中、意識的に運動をした生徒とそう
でない生徒との体力差が大きくなった

運動やスポーツをするよりも
もっと勉強をしてほしい

厚木市

コロナが拡大して以降、ランニングやウオーキングをし

未来のトップアスリートの育成を目指
し、幼児から中学生までを対象にあつ
ぎスポーツアカデミーを実施。基本と
なる運動能力や体力、バランス感覚、
俊敏性などを伸ばしています。
中学生には、競技ごとの技術向上に
向けた強化練習を実施。著名な指導者
や現役選手から高い技術を直接学べる
機会も提供しています。

ある程度
（5割以上）
回復

統計❸ 子どもの運動に対
する保護者の考え

（点）

全国

ほとんど回復
していない 17

市内在住 36 下がった
在勤在学 %
変わらない 372人
59%

80

60

さらに下がった

上がった 5%

46

健やかな体づくりのために

下がったと答えた人の現在の体力状況

du Nav

ぬ く

布の絵本の温もりを子どもたちに

i

E

2021
（令和3）
年1月１日

FACE

「
つぎ・クロス・ゆう」は、布

製の絵本やおもちゃなどを手

作りするボランティア団体です。作

るのは、ぬいぐるみや手遊びができ

るおもちゃ、ままごと遊びに使う野

菜やケーキ、平仮名・数字カード、

子ども用の防災頭巾など、全て布製

です。温もりのある柔らかな手触り

私たちの団体は平成３年に結成さ

ベルトの通し方などを遊び感覚で学

80

30

なので、
子どもたちに喜ばれています。

時、図書館が開催した布製絵本作り

べるよう、特別支援学級の子どもた

60

れ、今年設立 年目を迎えます。当

の講習会に参加した人が中心とな

ちが使う様子を思い浮かべながら、

作った物を子どもたちが使ってい

り、活動をスタートさせました。現

る場面を見ることはあまりないので

みんなで作り方を話し合いました。

絵本やおもちゃは、主に学校や施

すが、その様子を聞いたり、追加の

靴は、生地で作ると柔らか過ぎるの

設から依頼を受けて作ります。図書

作製依頼を受けたりすると、私たち

在の会員は、 代から 代までの主

館をはじめ、小・中学校の特別支援

の活動が社会の役に立っていると感

婦 人。手芸が大好きなメンバーが

学級や子育て支援センター「もみじ

じ、うれしさが込み上げます。さま

で、実際に履けるように本物の靴を

の手 」
、療育相談センター「まめの

ざまな依頼を受け、みんなで試行錯

週１回、保健福祉センターにあるボ

木」
、児童発達支援センター「ひよ

使うなど、いろいろな工夫を凝らし

こ園」
、保育園などに届けています。

誤しながら作るのは、
とても楽しく、

ひじきふりかけ

ランティアセンターで和気あいあい

現在作製に励んでいるのは、教育委

活動を通じてたくさん元気をもらい

ごはんがすすむ！

て作製を進めています。

員会から依頼された絵本作り。要望

ます。これからも、仲間と楽しみな

問中央図書館☎225-2570

と活動しています。

は、生活の中の基本的な動作が練習

がら、思いを込めた作品を子どもた

あつぎ・クロス・ゆう
（A・C・Y）が作製した
布の絵本を展示していま
す。温もりのあるかわい
らしい絵本を、ぜひご覧
ください。
【場所】中央図書館
地下1階展示スペース
【期間】1月末まで
地下道からの入口近くに展示

できる絵本です。靴ひもの結び方や

布の絵本の展示

ちへ届けていきたいと思います。

作製中の
布の絵本

ボタンの留め方、ジッパーの開閉、

平成15年に入会し、21年から
代表を務める内田さん

15

内田秀子さん（69・愛名）

あ

あつぎ・クロス・ゆう
（Ａ・
Ｃ
・Ｙ）代表

団体名の「ゆう」は、
「遊」と「YOU」を掛け合わ
せたもの

数字で見るあつぎの教育
これって何の数字

冊
ひじきと言えば、主に煮物を
思い浮かべる方が多いと思いま
すが、給食では、サラダに入れ
たり、ふりかけにしたりと、さまざ
まな料理に使います。
材
•
•
•
•

料

移動図書館車わかあゆ号
に載っている本の数です。

（作りやすい分量）

乾燥芽ひじき
（または長ひじき）
…15ｇ
酒…大さじ１ • みりん…大さじ１ • 水…大さじ2
砂糖…大さじ１ • しょうゆ…大さじ２ • 酢…小さじ1
粉かつお
（またはかつお節）
…15ｇ • 白いりごま…大さじ1
作り方

①ひじきは、水またはお湯で戻しておく。
②①を鍋に入れ、酒とみりんを加えて加熱し、ひと煮立ちさせる。
③水、砂糖、しょうゆ、酢を加え、弱火で煮詰める。
④最後に粉かつお、白いりごまを加え混ぜる。
人気の給食レシピを市ホームページに掲載

親子のための

かっぱに会ったときの対処法

恩曽川の上流、上古沢の辺りでは、
かつて「かっぱ」がよく目撃されてい
ました。もし、道を歩いていて出会っ
たら、驚かずに落ち着いたやりとりを
心掛けましょう。
参考：
『恩曽川のかっぱ』樋口淳・文/西山三郎・絵

給食で提供する手
作りふりかけには、
小松菜や大葉をみ
じん切りにして水分
をよく飛ばしたもの
や、ちりめんじゃこ
を使用したものもあ
ります。

厚木市 給食レシピ

検索

■相撲を取ることになったら
かっぱは、力が強く相撲を趣味にし
ているので、
「おう兄ちゃん、相撲と
ろうぜ」
などとけしかけてきます。
かっ
ぱの弱点は、頭に乗せたお皿です。た
めている水がなくなると、へなへなに
なってしまいます。そのため、ハッケヨ
イのポーズで
頭を傾けさせ、
水をこぼすの
が攻略法です。
失敗した時の
ために、好物 皿から水をこぼすことが肝心

学校、家庭、子どもの発達・
・
・一人で悩まないで！

6代目わかあゆ号は、令和2年2月に
登場し、公園や児童館、大規模集合住
宅、高齢者施設など、25カ所を巡回
しています。 2週間に1度、各巡回場
所を回り、滞在時間は30分から1時間
程度。車外の書架には児童書と小説、
車内には大人向けの実用書などを積み
込んでいます。季節に合わせた品ぞろ
えをするほか、巡回場所と利用者に合
わせて、毎日積み込む図書を入れ替え
ています。
現在、中央図書館や公民館図書室で
「こども読書マラソン」を開催してい
ます。図書館
（室）
で配布している読書

令和元年度は延べ2万冊を貸出

通帳に読んだ本を記録し、窓口で見
せると10冊ごとに「あゆコロちゃん
グッズ」がもらえます。便利なわか
あゆ号を利用して、お気に入りの一
冊を探してみませんか。
巡回日・場所は

厚木市 わかあゆ号

カレンダー

検索

こども読書マラソン
〔場所〕中央図書館、公民館
図書室（依知北・睦合北・
睦合西・荻野・小鮎・
玉川・南毛利・相川・
森の里）
〔期間〕3月末まで
〔対象〕小学生以下

のきゅうりを持っておくと良いでしょう。 ■あつぎ郷土博物館でかっぱを見よう
きゅうりで気を引き、その隙に逃げるの
２月１１日から始まる特別
です。
展示「永遠回帰の生命－人
■皿の水が空っぽになっていたら
はどこから来て、どこへ行
いたずらが過ぎて馬に引きずられてい
くのか－」では、江戸時代
るかっぱの目撃談
の百科事典『和漢三才図
絵』
を紹介。
その中には、
かっ
もあります。その
ぱに似た妖怪「川太郎」も
時は、お皿に水を
います。他にも、講演やさ
掛けると、元気を
まざまな資料展示を実施し
取り戻します。義
ます。
「異界」を感じに来
に厚いかっぱから、
館してみてはいかがですか。
お礼に魚が届くこ
ともあるそうです。 乾いた皿に水を注ぐ
あつぎ郷土博物館所蔵『和漢三才図絵』一部
わ かん さん さい ず

え

子どもの相談は ☎︎ 221-8080 （青少年教育相談センター）

平日９時～17時（火曜は20時）。それ以外の時間と土・日曜、
祝日は留守番電話をご利用ください。ネットいじめ・子ども専用ダイヤル☎223-6693でも承ります。

