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◎回覧・配付をお願いします。増し刷り配付はご自由にどうぞ。山梨県庁のホームページでも掲載中です。 

http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/kyoikuhttp://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/kyoikuhttp://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/kyoikuhttp://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/kyoiku----hym/index.htmlhym/index.htmlhym/index.htmlhym/index.html 

◎ご意見・ご感想，情報提供はこちらまで。Email : Email : Email : Email : hirayamahirayamahirayamahirayama----atxj@pref.yamanashi.lg.jpatxj@pref.yamanashi.lg.jpatxj@pref.yamanashi.lg.jpatxj@pref.yamanashi.lg.jp    

                                                                「「「「子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの情熱情熱情熱情熱とととと才能才能才能才能がつながるようにがつながるようにがつながるようにがつながるように…………」」」」    

                                                                                                                                                                            峡東教育事務所所長峡東教育事務所所長峡東教育事務所所長峡東教育事務所所長        澤田澤田澤田澤田    隆雄隆雄隆雄隆雄    

 

新緑が目にまぶしい季節となってきました。 

皆様方には日頃より峡東教育事務所の諸業務に

対しまして、ご理解とご協力、ご支援を賜りま

して心より感謝申し上げます。 

 

新年度がスタートして１ヶ月が過ぎようと

しています。今年度の峡東教育事務所のスタッ

フは所長・副所長・次長に地域教育が５名、学

校教育が３名、総務担当が３名の１４名に、ス

クールソーシャルワーカーの２名を加えた総勢

１６名です。                  

 

峡東教育事務所管内の山梨市・甲州市・笛吹

市の３市の教育委員会や５１校の小中学校・７

校の高等学校、６２校の幼稚園・保育園と連携・

協力を密接に取りながら各種業務の目標達成に

邁進していきますので、昨年度にも増して、ご

支援・ご協力をお願いします。 

 

 さて、ご存知のように、いま、教育現場は様々

な課題を抱え、その対応に苦慮しています。 

 これらの課題の克服に向け、山梨県では昨年

度、やまなしの教育振興プランを制定し、様々

な施策を推進しています。     

 そのなかでも力を入れている施策がキャリア

教育の推進であります。キャリア教育を学校教

育の基盤と位置づけ、小・中・高等学校の１２

年間を見通し、子供たち一人一人に社会で自立

して生きていくための「生きる力」を身につけ

させていくことがキャリア教育の大きな目標と

なっています。 

 

  私事で恐縮ですが、昨年の１２月にアメリカ 

ペンシルベニア州のステートカレッジやフィラ 

 

デルフィアでキャリア教育の研修を行う機会 

を得ることができました。その研修中に、ステ

ートカレッジの教育長から、次のようなお話が

ありました。 

 

 「私たちはすべての子供たちを大切にしてい

ます。すべての子供たちに広く深い教育を行う

ため、たくさんの学習内容や学習の機会を与え

ています。そして、子供たちの情熱と才能がつ

ながるように、子供たちが一人の例外もなく自

分の才能をみつけられるように全力で教育に取

り組んでいます。」というお話でした。   

       

 まさに、キャリア教育の本質をついたことば

だと思いました。このことば通りに、ステート

カレッジでは小・中・高・大学で特色あるキャ

リア教育が展開されていました。 

 私たち研修員も、一人一人の子供たちの成長

のために、「いま、何を行っていかなければなら

ないか」「何ができるのか」を考えさせられた研

修でした。                 

 

 ここ峡東地区でも様々な課題があります。 

 基礎学力をいかに定着させるか。学力をいか

に向上させるか。また、いじめや不登校の問題

もあります。         

 これらの課題の解決に向けて、各学校ではそ

れぞれの地域の特性を生かした特色ある教育を

全力で展開しています。      

 峡東教育事務所も学校・家庭・地域や諸機関

との連携を一層強め、子供たちの健やかな成長

のためにスタッフ一丸となって取り組んでいき

ます。本年もどうぞよろしくお願いします。                      

 

峡峡峡峡    東東東東    教教教教    育育育育    事事事事    務務務務    所所所所    

地域教育支援地域教育支援地域教育支援地域教育支援スタッフスタッフスタッフスタッフ    

TEL   0553TEL   0553TEL   0553TEL   0553----20202020----2727272731313131    

FAX   0553FAX   0553FAX   0553FAX   0553----20202020----2733273327332733    
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「「「「エリアウェッブエリアウェッブエリアウェッブエリアウェッブ」」」」ってってってってどんなどんなどんなどんな情報誌情報誌情報誌情報誌なのなのなのなの？？？？    
◇ 「「「「エリアウェッブエリアウェッブエリアウェッブエリアウェッブ」」」」のののの目的目的目的目的    

① 活力ある学校作りの推進や望ましい生涯学習社会の構築に役立てる。 

② 子育てを中心とした様々な教育情報を広め、峡東地域の教育力の向上のために役立てる。 

③ 各情報による交流を通して、家庭・学校・地域の連携強化に役立てる。 

◇ 「「「「エリアウェッブエリアウェッブエリアウェッブエリアウェッブ」」」」のののの内容内容内容内容 

① 地域・学校・家庭での子育て。 

② 保・幼・小・中・高・特・大の連携や学校教育について。 

③ 乳幼児からお年寄りまでの生涯学習や地域の教育情報など。 

◇ 「「「「エリアウェッブエリアウェッブエリアウェッブエリアウェッブ」」」」のののの配布先配布先配布先配布先    

県庁・峡東地域内の次の２１５ヶ所 

              学校： 小･中・高・特・大 

                幼稚園、保育所、保育園 

児童センター、学童保育クラブ 

                県教育庁各課、関係機関 

                市教育委員会、福祉事務所、保健所 

毎回 1500 部を作成し配布しています。 

保育所・園や学校などで増し刷りをしていただき各家庭に配布 

をお願いしています。    

◇ 「「「「エリアウェッブエリアウェッブエリアウェッブエリアウェッブ」」」」のののの情報情報情報情報    

園長さん、学校の先生、子育てサークルや支援団体などのいろいろな情報をもとに、地域の方々の

声を聞かせていただきました。取材を通して具体的な情報をエリアウェッブに載せられたらと考えていま

す。 

 

     

 

 

甲州市勝沼市民会館１階に、４月８日(木）「地域子育て支援センターあっぷっぷ」及び「オ

ープンスペースあっぷっぷ」が開設されました。これまで甲州市内を中心に活動してきた子育て

支援団体”ママ＆キッズサポートあっぷる”が NPO 法人となり活動を拡大したものです。 

取材した日は、託児付講座の開催日で、１階奥のスペースでは母の日を前にプリザーブドフ

ラワーを作るお母さん、２階では音楽に合わせてエアロビクスで汗を流しストレスを解消するお母さんの姿がありました。お弁

当を持って遊びに来て、たくさんのお友達と触れ合っていく親子もいました。 

「子育ての悩みやストレスを独りでため込まずに楽しい育児をするため、お子さんを連れて安心してお母さんがリフレッシ

ュできる場としていきたいと考えています。また、親の悩みは絶えずあるもの、お子さんが就園、就学してからも親が気軽に

遊びに来て話し合える場としていきたいとも思っています。」とスタッフの一人の塚田さんが話してくださいました。 

    

開館日開館日開館日開館日：：：：地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター 月月月月～～～～木曜日木曜日木曜日木曜日９：００～１５：００  

自由来館できます    

(イベント 月：マタニティビクス、ベビーマッサージ、わらべうた講座、          

                                                                                                                                                    木：リトミック、幼児教室など）  

                            オープンスペースオープンスペースオープンスペースオープンスペース       金曜日金曜日金曜日金曜日９：００～１５：００ 自由来館できます 

                    （託児付各種講座： 料理、フラワーアレンジ、エアロビクスなど 予約制 有料） 

場所場所場所場所：：：：甲州市勝沼市民会館甲州市勝沼市民会館甲州市勝沼市民会館甲州市勝沼市民会館１１１１階階階階((((甲州市勝沼町勝沼甲州市勝沼町勝沼甲州市勝沼町勝沼甲州市勝沼町勝沼７５６７５６７５６７５６－－－－１１１１））））                                

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ：：：：地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンターあっぷっぷあっぷっぷあっぷっぷあっぷっぷ TEL:0553TEL:0553TEL:0553TEL:0553----39393939----8685(8685(8685(8685(月月月月～～～～金金金金    ９９９９～～～～１５１５１５１５時時時時))))  

年間９回の発行予定です。で

きるだけタイムリーな情報を提

供したいと考えています。 

「わが地域ではこんなことをし

ているよ。」という耳寄りな情報

がありましたら、いつでもお寄せ

ください。できる限り掲載したい

と思います。 

県教育委員会の HP から、「峡

東教育事務所」を開きますと、そ

ちらにも掲載してあります。 
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4 月 28 日（水）、「ウルトラちびっこキャラバンｉｎ山梨市」が山梨市

民体育館で催されました。これまでに何回か NPO 法人子育て支援セン

ターちびっこはうすの主催で開催されていましたが、今回は行政も共催

することとなり協働での開催でした。当日は雨にもかかわらず、会場に

は赤ちゃんをだっこしたお母さんや幼児と手をつないだお母さんの姿

があり、180 組を超える親子が参加していました。 

10 時。山梨市の子育てサークル「ちゅうちゅう」の戸泉あずささん

のメッセージでスタートしました。ちびっこはうすでは「宝ひろい」「パ

ラシュート」「積み木」、山梨市では市民生活課が「観光案内」、福祉事

務所の子育て支援担当・つどいの広場「たっち」が「手形ｏr 足形記念

スタンプ」「バルーンアート」、健康増進課が保健師による「子育て相談」

「栄養相談」「食育相談」のブースを設けていました。その他、ベビー

ズマーケットとして市内の事業所や応援企業による、写真撮影・前髪カ

ット・子供服紹介・かぶと作りなど出店していました。そしてアンケー

トに答えると有機野菜やパン・サンプルのプレゼントもあり、どのブー

スも長い列ができ大盛況でした。 

また、くさかべ幼稚園児の「小さな世界」は手話や踊りが入り、会場

が一体となった楽しい発表の場となりました。 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★子育てに関するサークルや児童館等を紹介する、「「「「峡峡峡峡東地区子育東地区子育東地区子育東地区子育ててててサポートブッサポートブッサポートブッサポートブッ

クククク」」」」をご活用いただきありがとうございます。このサポートブックは隔年発行のた

め、平成 22 年度は発行致しませんが、峡東教育事務所峡東教育事務所峡東教育事務所峡東教育事務所のののの HPHPHPHP に掲載しておりま

す。変更箇所は定期的に更新を行っていきますので、引き続きご活用ください。ま

た、掲載内容に変更や廃止などがある団体などありましたら、ご連絡頂ければ幸い

です。 

平成 21 年度 

峡東地区 

子育てサポートブック 

 

ウルトラウルトラウルトラウルトラちびっこちびっこちびっこちびっこキャラバンキャラバンキャラバンキャラバン    
in 山梨市 

みんなでパラシュート 

育児相談の様子 

・ 友達に誘われて初めて参加しました。普段は家に子どもと二人なので、こう

いう機会はとてもうれしいです。 

・ 相談コーナーやプロの写真撮影など盛りだくさんで、親も子も大満足です。 

 

♪♪♪♪    主催者主催者主催者主催者のののの話話話話    ♪♪♪♪        NPONPONPONPO 法人法人法人法人子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター    ちびっこはうすちびっこはうすちびっこはうすちびっこはうす    

理事長理事長理事長理事長    宮宮宮宮澤澤澤澤    由佳由佳由佳由佳さんさんさんさん    

 今回、行政と初めて共催しましたが、みなさんの工夫のおかげで、どのブース

も盛り上がりました。ちびっこはうすの活動は、自分たちがママだった時に「こ

んなものがあったらいいな」と思い、始めたものばかりです。子育てはたいへん

ですが、同じ時期に悩みを持った仲間は今でもつながっており、また、何かあっ

た時は、子育ての原点に立ち戻り今もがんばっているのが現状です。 

 地域の未来を担う子どもたちのために、地域でも子育てを応援してくださる

方々が増え、子育て中の親をサポートしてくださる機会が増えることを願ってい

ます。 

♪♪♪♪    参加者参加者参加者参加者のののの声声声声    ♪♪♪♪    

前髪チョキチョキ 

くさかべ幼稚園児の発表 
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峡東教育事務所の地域教育推進担当の業務スタッフを紹介します。 

地域教育支援スタッフは「地域教育推進担当(社会教育関係を含む)」、「山梨ことぶき勧学院担当」に分か

れ、峡東地域の地域教育推進のために勤務しております。 

皆様のご支援、ご協力をお願いします。 

地域教育地域教育地域教育地域教育    

支援支援支援支援スタッフスタッフスタッフスタッフ 

    

石原石原石原石原    義人義人義人義人・・・・田之口田之口田之口田之口    晃士晃士晃士晃士・・・・平山平山平山平山    昌実昌実昌実昌実・・・・雨宮雨宮雨宮雨宮    幹雄幹雄幹雄幹雄・・・・石川石川石川石川    義人義人義人義人((((計計計計５５５５名名名名))))    

    

 

 

 

 

主主主主なななな業務業務業務業務    

 

・ 学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域社会地域社会地域社会地域社会のののの連携推進連携推進連携推進連携推進（（（（講演会講演会講演会講演会、、、、連携連携連携連携セミナセミナセミナセミナーーーー等等等等のののの開催開催開催開催））））    

・ 地域教育地域教育地域教育地域教育啓発啓発啓発啓発活動活動活動活動    

・ 家庭教育推進家庭教育推進家庭教育推進家庭教育推進にににに関関関関することすることすることすること                                    

・ 地域教育情報誌地域教育情報誌地域教育情報誌地域教育情報誌エリアウエッブエリアウエッブエリアウエッブエリアウエッブのののの発行発行発行発行                    

・ 新新新新しいしいしいしい学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり人人人人づくりづくりづくりづくり（（（（高校入試高校入試高校入試高校入試））））    

・ 高校高校高校高校・・・・インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ・・・・異校種間授業参観異校種間授業参観異校種間授業参観異校種間授業参観・・・・県立学県立学県立学県立学校出前授業校出前授業校出前授業校出前授業    

・ 教育相談教育相談教育相談教育相談窓口窓口窓口窓口にににに関関関関することすることすることすること（（（（県立学校県立学校県立学校県立学校））））    

・ 成人教育成人教育成人教育成人教育のののの推進推進推進推進（（（（ことぶきことぶきことぶきことぶき勧学院勧学院勧学院勧学院などなどなどなど））））    

・ 青少年教育青少年教育青少年教育青少年教育のののの推進推進推進推進（（（（やまなしやまなしやまなしやまなし少年海洋道中少年海洋道中少年海洋道中少年海洋道中などなどなどなど））））    

・ 生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの振興振興振興振興    

                                                                                      

    地域教育支援スタッフ紹介   

〈〈〈〈地域教育支援地域教育支援地域教育支援地域教育支援スタッフスタッフスタッフスタッフ〉〉〉〉    

    

    

    

    

    

    

〈〈〈〈ことぶきことぶきことぶきことぶき勧学院勧学院勧学院勧学院〉〉〉〉    

    

    

    

    

 

○石原 義人 

浅川中学校より転任いたしました。地域教育支援スタッフの一員として、地域ぐるみの教育推進

のために、効果的な連携が図られますよう努めたいと考えます。関係機関の皆様より、ご指導・ご

鞭撻いただけますようお願い申し上げます。                      

○田之口 晃士                                                                           

2 年目になります。学校・家庭・地域の連携推進、新しい学校づくり人づくり、青少年教育の育

成の推進、社会教育の推進・生涯学習の振興を担当します。地域教育推進のため精一杯がんばりま

す。 

○平山 昌実                                  

櫛形中学校より転任しました。地域教育推進、家庭教育、情報誌等を担当します。地域と連携し

た活動ができますよう精一杯がんばります。情報誌についてのご意見・ご感想などもお待ちしてい

ます。                   

 

○雨宮 幹雄（東山梨学園担当） 

主に山梨市民会館で月 2 回程の講座が開かれます。午前中は講師による講義が中心で、午後はク

ラブ活動や話し合いなどがあります。生き甲斐作りを目指して取り組んでいます。概ね６０歳以上

の方が対象です。 

 ○石川 義人（東八代学園担当） 

本年度より東八代学園の担当になりました。生涯学習の場を、学生の皆さん方の学習のニーズに

こたえられるよう、努力していきたいと思っています。学習会場は、八代総合会館が中心になりま

す。 

 


