
南都留南都留南都留南都留・・・・北都留地域教育推進連絡協議会開催北都留地域教育推進連絡協議会開催北都留地域教育推進連絡協議会開催北都留地域教育推進連絡協議会開催！！！！！！！！
梅雨の晴れ間がのぞく 月 日（水 、富士ふれあいセンターで平成 年度南都6 24 21）

。 、留地域教育推進連絡協議会理事会・総会・講演会が行われました 理事会・総会では

昨年度の事業（教育フォーラム、親子教室、教育相談ネットワーク会議、小中高連携

連絡会議等）の開催をとおして、保幼小中高特大の縦の連携、地域を含

めた横の連携活動が活発に行われていることが報告されました。さら

に、今年度の事業に向けて、会員の皆様の意思統一が図られました。

この後行われた講演会では、山梨教育相談室長の蔦木雅清先生が「子

どもたちの心の居場所」と題して、先生の半生を振り返りながら“子

どもの肯定感を育てることの大切さ”を話していただきました。特に、 メッセージ（存在しBeing

ているだけで幸せ）は、 に反応する子育て（結果を評価する）にくらべて子どもをより豊かDoing

に成長させることを熱心に語りかけていただきました。家庭・学校・地域の三者の連携の必要性をご

示唆いただいた講演でした。

月 日（金 、上野原市文化ホールで北都留地域教育推進連絡協議会（明日の風）7 3 ）

総会が行われ、 を越える構成団体の関係者が集まりました。開催にあたり、まず140

歓迎アトラクション として、上野原中学校「吹奏楽部アンサンブ

ル 公演が行われ 「崖の上のポニョ」をはじめ から」 、 JAZZ

歌謡曲まで幅広 いジャンルの演奏に出席者は驚きと感

銘をもって聞き 入っていました。このあと、昨年度の

「明日の風」の 活動の様子が映像で紹介され、各事業

の中で子どもた ちが生き生きして取り組んでいる様子

。 、 、が映し出され、総会の意識も自然と高いもの となりました 総会では 役員の改選で

会長が江口英雄上野原市長から石井由己雄大月市 長にかわり、今年９年目を迎え

た明日の風の活動が、継続し更に発展する方向が確認されました。会員の中からは、 年を目指2020

し、マンネリ化しない事業の展開を臨む激励の意見もいただきました。このあと、都留文科大学田

中夏子教授による「地域で豊かに暮らす，働く，学ぶ」と題した講演会が行われました。スローな

社会に焦点をあて、地域づくりには内発的な動機をどう形作っていくかがカギであり、子どもたち

を動かすことで地域が活性化している例を分かり易く話していただきました。参加者もうなずきな

。がら耳を傾け、今後の地域教育を推進する活動に力を得ることができました

「「「「明日明日明日明日のののの風 第風 第風 第風 第２２２２回回回回アスリートアスリートアスリートアスリート実技講習会実技講習会実技講習会実技講習会」」」」 開催開催開催開催
月 日（土 、大月市総合体育館で第 回アスリート実技講習会が行われました。6 20 2）

今回は大月アスリートクラブ主催（明日の風共催）で、午前中は走り方教室、体力テ

スト、エアロビクス教室、午後からはトランポリン教室、陸

上競技教室が行われ、スピード・リズム能力・バランス能力

を身につけるために上手に走る・速く走る練習法が紹介され

103 13 15ました 東部地区の小中学生 名 一般 名 スタッフ。 、 、

名が参加し、走り方教室では年齢に分かれた練習法が紹介さ

れました。体力テストでは全員がシャトルラン・立ち幅跳び

等の数種目に体力の向上・維持を目的に取り組みました。また、45分間のエアロビクス

教室では、参加者が体育館をいっぱいにうめつくし、各自のペースで音楽に合わせて楽

しく汗を流しました。

明見地区学校応援団共催明見地区学校応援団共催明見地区学校応援団共催明見地区学校応援団共催 「「「「携帯電話学習会携帯電話学習会携帯電話学習会携帯電話学習会」」」」 開催開催開催開催
夏休みを前に、 月 日（木）明見中学校体育館で、明見地区学校支援地域教育協議会（学校応7 9

援団）と小中ＰＴＡの共催で、ロジカルキットの下田太一氏を講師に迎え、子どもたちと保護者、

地域の皆様を対象に 「携帯電話の正しい使い方」の学習会が行われました。明見地区学校応援団、

の活動は、昨年度から明見小・明見中児童生徒への地域ボランティア活動

として始まっています。講演では 「子どもの安全確保のために携帯電話、

を持たせることが多いけれど、親が安心を得るだけで、決して子どもの安

全につながらない。まだ自分でしっかりとした判断のできない子どもたち

、 」 。には 大きな危険の材料を与えるだけになってしまう と指摘されました

また、 メールについては 「ケータイ依存症」と言われる、携帯電話に振り回される子ど、

もたちを育ててしまう危険性をお話いただきました。発達途中の子どもたちにとって、携

帯電話を使わない環境づくりが必要ではないかとの示唆をいただいた講演でした。
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第第第第１１１１回南都留教育相談回南都留教育相談回南都留教育相談回南都留教育相談ﾈｯﾄﾜｰｸﾈｯﾄﾜｰｸﾈｯﾄﾜｰｸﾈｯﾄﾜｰｸ会議 開催会議 開催会議 開催会議 開催
月 日（木 、南都留合同庁舎会議室で第１回南都留教育相談ネットワーク会議が7 16 ）

行われました。南都留地域教育推進連絡協議会の事業として “地域の子どもを地域で、

育てる”目的で教育相談に関わる関係諸機関の担当者が一堂に集まりました。数年前か

ら東部地域の関係機関にも参加をいただき、子どもたちの育ちに必要な情報を交換し合

い、その後のそれぞれの仕事に生かしています。ここ数年、子どもたちの心の問題が大

きく取り上げられ、一つの場所で解決できることが難しくなり、他機関との連携は欠く

ことのできないものとなっています。今年度も年３回行われます。

「「「「シオジシオジシオジシオジ森森森森のののの学校学校学校学校」」」」AAAAプログラムプログラムプログラムプログラム 開催開催開催開催
月 日（土 、シオジ森の学校 プログラム「シオジの森を歩こう」が行われました。参加7 18 A）

者はスタッフを含めて 名、雁ヶ腹摺山（ ｍ）からシオジの森までの十数㌔の山歩きに挑20 1857

みました。登りはじめた道の傍らには、ハナナデシコやヤマハハコが可憐に花をつけ、自然のす

ばらしさを感じました。途中ウグイスが鳴き、富士山が見えたときは、参加者から大きな歓声が

あがりました。 ｍを越えた地点には白樺やタケカンバがうっそうと茂り、その間にドウダ1500

ンツツジやナツツバキも生い茂っていました。シオジの森に近づくと大小のシオジが密集して茂

り、新鮮な空気を作り出していることが感じられました。初夏ではあるけれども、涼しい風が快

く、おいしい空気を体内に吸収しながら足取りも軽く歩くことができました。森林の大切さを感

じ、森林保護にも目を向けていかなければならないと感じた１日でした。

担当：田辺洋利）《《《《生涯生涯生涯生涯スポーツスポーツスポーツスポーツ情報情報情報情報》》》》 体力体力体力体力・・・・運動能力調査始運動能力調査始運動能力調査始運動能力調査始まるまるまるまる （
文部科学省から依頼されている体力・運動能力調査が今年度も始まりました。すでに実施したのは，①山梨こ

とぶき勧学院・大学院都留学園の１年生 名（ ）②都留市体力測定・ 名（ ）③大月市民体力測定・ 名36 6/25 35 7/1 37

（ ）の三会場です。種目は年代によって違います。 歳～ 歳の方は，握力・上体起こし・長座体前屈・立ち7/4 20 64

幅跳び・反復横跳び・ ｍシャトルランか急歩の 種目。 歳以上の方は，握力・上体起こし・長座体前屈・開20 6 65

眼片足立ち・ ｍ障害歩行・ 分間歩行の 種目です。体力測定の結果は，昨年の全国平均と比較して自己の体力10 6 6

がどの程度なのかを個人の「体力バランス」としてプリントアウトして一人ひとりにお渡ししました。日頃運動

していない方でも意外と良い結果となるなど自分の今の体力を知る機会となりました。都留

市と大月市の体力測定は，体育指導員のみなさんが判定員として主体的に活動していたのが

印象的でした。これから，９月９日（水）には，富士吉田市鐘山体育館で南都留地域の方々

を対象に同様の体力・運動能力調査を行います。無料でできますのでたくさんの方のご参加

をお待ちしています。南都留地域以外の方でもご参加できます。お問い合わせ・お申し込み

は，富士・東部教育事務所生涯スポーツ担当：田辺（ ： ）までお願いします。TEL 0554-45-7842

吉田高校吉田高校吉田高校吉田高校，，，，富士河口湖高校富士河口湖高校富士河口湖高校富士河口湖高校でででで公開授業 開催公開授業 開催公開授業 開催公開授業 開催
月 日（木 、吉田高校（三枝康治校長）で公開授業が行われました。全学年全クラ6 18 ）

スの公開に、保護者、小中学校教員、学校評議委員等で 名余りが各教室に分かれ、300

授業を参観しました。教室の後ろと廊下側には保護者の皆さんでいっぱいにうまり、壇

上での教科担当の説明にノートを走らせる生徒の真剣な様子に、固唾を飲みながら参観

していました。１年生の教室では、保護者に手を振るあどけない姿も見られ、真剣な中

にもなごやかな授業風景がありました。

月 日（金 、富士河口湖高校（渡邊芳信校長）で小・中学校教員対象、公開研究授6 19 ）

業が行われました。この日は、理科総合Ａ（１学年）とリーディング（３学年）の２教科で行われ、吉田・湖畔

地区小中学校の教職員、県教育委員会指導主事、校内の職員が研究授業に参加しました。

理科総合Ａでは、イオン結合について各自作成したイオンカード模型を使いながら、物質

の構造を学んでいました。また、リーディングでは、新しい英語学習の方法として、パラ

グラフの構成をつかみ、ディスコースマーカーに注目しながらその効果的な使用法を学習

していました。参加した中学校の先生方は、一人ひとりが整然として取り組んでいる高校

の授業の様子に驚きをもって参観していました。この公開授業は 月 日（木）にも行6 11

われ、これ以降 月 日、 月 日にも予定されています。9 17 10 20

「「「「明日明日明日明日のののの風風風風」」」」掲示板掲示板掲示板掲示板 （（（（北都留北都留北都留北都留） 「） 「） 「） 「富士富士富士富士のののの光光光光」」」」掲示板掲示板掲示板掲示板 （（（（南都留南都留南都留南都留））））
☆☆☆☆ 上野原高校上野原高校上野原高校上野原高校 「「「「地域住民対象地域住民対象地域住民対象地域住民対象パソコンパソコンパソコンパソコン講座講座講座講座」」」」 ☆☆☆☆ 富士河口湖高校親子科学教室富士河口湖高校親子科学教室富士河口湖高校親子科学教室富士河口湖高校親子科学教室

期日期日期日期日：：：：８８８８月月月月２２２２日日日日（（（（日日日日）））） ９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００ 期日期日期日期日：：：：８８８８月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土））））９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００

☆☆☆☆ 東部地区特別支援連携協議会 研修会東部地区特別支援連携協議会 研修会東部地区特別支援連携協議会 研修会東部地区特別支援連携協議会 研修会 ☆☆☆☆ 特別支援教育講演会特別支援教育講演会特別支援教育講演会特別支援教育講演会：：：：ふじざくらふじざくらふじざくらふじざくら支援学校支援学校支援学校支援学校

期日期日期日期日：：：：８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金）））） １３１３１３１３：：：：１５１５１５１５～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００ 「「「「発達障害児発達障害児発達障害児発達障害児のののの理解理解理解理解とととと支援支援支援支援」」」」 相原正男先生相原正男先生相原正男先生相原正男先生

☆☆☆☆ 「「「「 2009200920092009 科学科学科学科学のののの祭典祭典祭典祭典 inininin 都留高都留高都留高都留高SSHSSHSSHSSH」」」」 期日期日期日期日：：：：８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））１４１４１４１４：：：：００００００００～～～～

期日期日期日期日：：：：９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（日日日日）））） ８８８８：：：：４５４５４５４５～～～～１２１２１２１２：：：：１０１０１０１０ ☆☆☆☆ 谷村工業高校親子谷村工業高校親子谷村工業高校親子谷村工業高校親子ものづくりものづくりものづくりものづくり教室教室教室教室

☆☆☆☆ 第第第第３３３３回回回回「「「「アスリートアスリートアスリートアスリート実技講習会実技講習会実技講習会実技講習会」」」」 期日期日期日期日：：：：８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（土土土土））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００

期日期日期日期日：：：：９９９９月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（土土土土）））） ９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００ ☆☆☆☆ ひばりがひばりがひばりがひばりが丘高校丘高校丘高校丘高校「「「「ひばりひばりひばりひばり祭祭祭祭」」」」

☆☆☆☆ 一人一花一人一花一人一花一人一花ﾌｫﾄﾗｲﾌﾌｫﾄﾗｲﾌﾌｫﾄﾗｲﾌﾌｫﾄﾗｲﾌ ﾞ゙゙゙ﾗﾘｰﾗﾘｰﾗﾘｰﾗﾘｰ展 作品募集 期日展 作品募集 期日展 作品募集 期日展 作品募集 期日：：：：９９９９月月月月１１１１日日日日（（（（火火火火））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～

募集期間募集期間募集期間募集期間：：：：９９９９月月月月１１１１日日日日～～～～１０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日 ☆☆☆☆ 南特連第南特連第南特連第南特連第２２２２回学習会回学習会回学習会回学習会

期日期日期日期日：：：：９９９９月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（火火火火））））１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～－－ －－掲示板掲示板掲示板掲示板についてのについてのについてのについての問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先
富士富士富士富士・・・・東部教育事務所 地域教育支援東部教育事務所 地域教育支援東部教育事務所 地域教育支援東部教育事務所 地域教育支援スタッフスタッフスタッフスタッフ TELTELTELTEL 0554055405540554----45454545----7841784178417841 FAXFAXFAXFAX 0554055405540554----45454545----7823782378237823




