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『

』は、富士･東部地域教育の様々な活動、情報等を掲載し、
地域教育の「横の連携」と「縦の接続」
を目指す富士･東部教育事務所が発行する情報紙です。１年に６回程度の発行を予定しています。
【 カラー版は、富士･東部教育事務所の HP からご覧いただけます。
URL：https://www.pref.yamanashi.jp/kyoiku-ft//jouhoushibackn.html
】

富士・東部教育事務所 所長 小林 正樹
地域教育情報誌「風と光と」の第 1 号をお届けするにあたり、教育事務所の様々な取り組みに対す
る、これまでの皆様方のご理解とご協力に対し、心より感謝申し上げます。
令和 2 年度が、新型コロナウイルス感染症対策という、これまで誰も経験をしたことのない流れの中
でスタートしました。教育事務所も新たな職員を迎え、一致団結して前に進む気持ちでスタートライン
に立ったものの、明日の展開も見えない中での不安な船出となっています。世界を悩ませるウイルスの、
一日も早い終息を望むのはもちろんですが、終息後に残される課題を考えると不安は増すばかりです。
この情報誌は、「風と光と」という題名で発行されていますが、まさに、この暗い状況を吹き飛ばす
風が吹くことを、そして、その先に希望の光が見えてくることを、望んでやみません。
各種メディアから取り上げられる多くのニュースやコメントからは、人々のストレスや不安感からか、
否定的で攻撃的な言動が目立つようになっていると私には感じられます。そのような中でも、周りの人
をおもんぱかる行動や地域で支え合う方々のニュースが取り上げられると、なんとも救われた気持ちに
なります。
まさに、このような危機的な状況の中では、人と人とのつながりや地域のつながりが大きな力になる
ことが改めて感じられるところです。
「子供たちの教育は地域全体で担う」というテーマのもと、富士・東部地域にある様々な団体や学校
では、これまで多くの実践を積み上げてくださっています。昨年度の歩みを振り返ると、「地域防災」
「教育相談」「一人一花運動」「南都留地域教育フォーラム」「アスリート実技講習会」「ことぶき勧学
院」「高校生インターンシップ推進事業」「オープンスクール」「児童生徒連絡協議会の取り組み」等々、
魅力的な活動がたくさんありました。その一つひとつの活動には、それに関わるたくさんの人々の努力
や思いが詰まっています。そしてそれらの活動を通して、人と人とのつながりが育まれ、地域力の向上
につながっているとも思います。
現在私たちが立ち向かっているウイルスの問題は、山梨全体に対して多くの課題
を生み出しています。我々は何をなすべきかを、より一層、真剣に考えなければな
らないと思います。子供からお年寄りまで、すべての人々が、生きがいを持って生
活できる社会を再生していくこと…。そのために私たちに
できることは何でしょうか。お互いに知恵を出し合い、協力
し合うことが、今後一層必要になると思います。そしてその先に、必ず光は見え
てくると信じています。
私たち教育事務所スタッフ一同も、精一杯努力して参ります。一層のご支援ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
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地域教育支援では、
（1） 家庭、学校、地域の連携による地域ぐるみの教育活動の活性化を図る。
（2） 地域に於ける体験活動・ボランティア活動の環境を整備し、地域教育力の活性化を図る。
以上のことを目標に掲げ、地域の教育力を高めるためのコーディネーターとして、家庭・学校・地域社会がお互いに連携を深め、
青少年の健全育成のため活動しております。今年度は、新型コロナ感染症の影響もあり、計画されていた活動が一

部中止や延期となっていますが、主に次のような行事を計画しております。

《南･北都留地域教育推進連絡協議会の主な地域教育関連事業》
〔南都留関係〕
◎主催事業
○【地域教育推進連絡協議会理事会・総会・教育講演会】 6 月１７日(水) 書面をもって実施
教育講演会 「火山としての富士山～教育機関・地域にできる連携と備え～」
講師 山梨県富士山科学研究所 主幹研究員 吉本 充宏（よしもと みつひろ）氏
○【南北都留教育相談ネットワーク会議】 ①7 月１日(水)
②12 月２日(水)
③2 月３日(水)
○【第２３回南都留地域教育フォーラム】
1０月２９日(木)
下吉田第二小学校（主会場）
アトラクションおよび全体会の後、分科会に分かれて現在子どもたちが抱えている様々な
課題にスポットを当て、地域連携の中での解決の方向を探っていきます。
○【都留地区生徒の健全育成を目指す中・高連携連絡会議】
①５月２６日（火）延期
②１１～12 月中予定（後日調整）
◎共催事業
○【富士吉田地区小中高連携連絡会議】 ①４月２４日(金)中止 ②２月４日(木)
○【富士吉田地区小中高連携連絡養護教員部会】 ①6 月２日(火)
②3 月 1６日(火)
○【親子カルチャー教室】
7 月 2３日(木) 富士北稜高等学校 中止
○【親子ものづくり教室】
８月８日(土) 都留興譲館高等学校 中止
○【南都留特別支援教育研究会】 ①5 月 1４日(木)中止 ②６月３０日(火) ③９月１日(火)
④２月１６日(火)

親子ものづくり教室

月江寺学園音楽祭

親子カルチャー教室

〔北都留関係〕
◎主催事業
○【一人一花運動】 花の種（ひまわり・百日草・マリーゴールド等）の配付 ： 4 月中旬
フォトライブラリー展 ： 11 月９日(月)～12 月 1１日(金) 北都留教育会館
○【地域教育推進連絡協議会定期総会・教育講演会】 7 月３日(金) 書面をもって実施
「ふるさとの未来と地域教育から地域活性のために今できること」（仮題）
都留文科大学教養学部地域社会学科 准教授 鈴木 健大（すずき たけひろ） 氏
桃太郎ガイドの実演（大月短期大学学生）を予定
○【アスリート実技講習会】
①5 月９日(土)中止 ②6 月２１日(日) ③10 月３日(土) （予備日１０月１７日（土））
④1１月２８日(土) ⑤２月２０日(土) ⑥3 月６日(土)
２

○【小林雅英野球教室】 12 月１２日(土)（予定）大月市営野球場
◎共催事業
○【伊藤知治教士八段剣道教室】 １０月２５日(日)（予定） 大月短期大学 体育館
○【帝京科学の夏まつり】 7 月１９日(日)（予定） 帝京科学大学
○【チャレンジ！上高アニマシオン】８月４日（火）（ゲーム形式の読書会）上野原高校
◎協力事業
○【シオジ森の学校】 当面は、活動自粛。小中学校の再開を待って、スタートします。
①オープンキャンパス：4 月 1８日(土)中止
②講座１：5 月３０日(土)中止
③講座２：８月２２日（土）
④講座３：８月未定
⑤講座４：１０月未定
⑥講座５：１１月未定
⑦講座６：１１月未定
《社会教育関連事業》
◎【南都留地区社会教育担当者会】（年間６回）
南都留地区の社会教育（生涯学習）担当者の情報交換・意思
疎通および研修を実施します。
◎【南都留地区ジュニアリーダー合同キャンプ】
8 月６日(木)・７日(金) 国立中央青少年交流の家
◎【南都留地区社教委連・公連合同研修会及び講演会】
5 月２１日(木) 中止
◎【北都留地区社会教育業務説明会議】
市町村社会教育担当者と、教育事務所との連携を図ります。
ジュニアリーダー合同キャンプ
① 4 月１５日(水) 中止
②1１月１７日（火）
◎【放課後子どもプラン推進事業「放課後子ども教室」】
〇南都留地区：富士吉田市・都留市・西桂町・忍野村・山中湖村
〇北都留地区：大月市・上野原市・小菅村
○【山梨ことぶき勧学院】 新１年生（３４期生） 南都留教室
４名
北都留教室 １２名
（８月末までは休講） 新２年生（３３期生） 南都留教室 １１名
北都留教室 １３名
○【フロンティア・アドベンチャー「やまなし少年海洋道中」】
８月 1 日(土)～８月９日(日) 中止
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【 カラー版は、富士･東部教育事務所の HP からご覧いただけます。
URL：http://www.pref.yamanashi.jp/kyoiku-ft/jouhoushibackn.html

】

地域の皆様のご支援ご協力を得ながら、実りある実践となるよう努めてまいります。各事業についてご意見ご要望がありまし
たら、地域教育支援スタッフまでご連絡ください。
※連絡先

富士・東部教育事務所 地域教育支援スタッフ

３

0554-45-7841

～学ぶ喜び、学びを活かす喜び～
「山梨ことぶき勧学院」第３４期生入学式は、4月1７日(金)の予定で
したが、新型コロナウイルス感染症（COVID-１９）流行の影響で中
止になりました。今年度は南都留教室４名、北都留教室１２名、合計
１６名が入学しました。また、新２年生は南都留教室１１名、北都留
教室１３名、合計２４名となり、都留拠点全体では合計４０名となり
ました。
現在は、県の指導により８月末まで予定されていた講座が休講とな
っておりますが、原則年間25回の必修講座・選択講座や学級活動・
令和元年度の入学式
クラブ活動を通して、今後求められる新たなシニアのライフスタイル
を創造するために、｢生きがいの創出｣｢新たな縁・絆の構築｣｢地域の
活性化に貢献できる人材の育成｣「健康増進」の実現を目指します。
受講生の皆さんには、「酒折連歌」講座（講師 廣瀬孝嘉氏）から「第２２回酒折連歌賞」への応募のお
誘いが配付されています。これを機会にみなさんも参加してみませんか？詳しくは「酒折連歌賞公式ホーム
ページ」又は「山梨学院大学酒折連歌賞事務局(055-224-1641)まで問い合わせてください。

※森の学校の名称は、「小金沢シオジの森」に群生する”シオジ”によっています。

「森で遊び 森に学び 森を育てる」をモットーに、シオジ森の
学校は、2006年(平成18年)に「爽やかな空気とおいしい水
を生み出す源である豊かな森に恵まれた地域の子どもたちに、
この地に暮らす楽しみ、喜び、そして何より誇りをもってほし
い」との願いから誕生し、今年で１５周年を迎えます。
シオジの森の学校の１年は、オープンキャンパスから始まり
ますが、４月１８日（土）に開催予定であった「シオジ森の学
校 オープンキャンパス」は、新型コロナウイルス感染症の影
響で中止になりました。現在も感染拡大防止のため、シオジ森
の学校は休止しています。今後は小中学校の再開を待ってスタートします。
みなさんも自然とふれあい・感じ・一体化してみませんか？また、「森の教室」を出張して実施もいたし
ます。ご興味がある方は再開次第、下
～過去の実績～
記にお問い合わせください。
つみきのひろば・森の観察会・クラフト教室・小金沢シオジの森 観察会間伐をしよう

※参加者は随時受け付けています

《シオジ森の学校 今年度の主な活動計画》
４月１８日(土)
５月３０日(土)
８月２２日(土)
８月 未定
10 月未定
11 月未定
11 月未定

オープンキャンパス（中止）
シオジの森 間伐と探鳥会（中止）
木工教室
森で楽しもう
シオジ トレッキング
ロケットストーブ作り
森の学校 15 周年記念イベント

申し込み・問い合わせ先
シオジ森の学校事務局
大月市大月 2-12-29（誠実堂内）
TEL 0554-22-2775
FAX 0554-22-4389
URL http://shioji.sakuraweb.com/ss/

４

