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地域教育情報紙 第３７号 平成１９年(2007年) ４月２６日（木）

峡東教育事務所
地域教育支援スタッフ
TEL 0553 20 2737- -
FAX 0553 20 2733- -

◎ 回覧・配布をお願いします。増す刷り配布はご自由にどうぞ。 ◎ この情報紙は山梨県庁のホームページでも掲載中

http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/kyoiku-hym/index.htmlです。

『教育事務所をご存じですか？』

峡東教育事務所長 古屋 成和

新年度が始まり，学校では新入生を迎
え活気に満ちた声が校舎に響き渡り，教
職員も新たな決意を胸にスタートしたこ
とと思います。
この情報紙「エリアウェッブ」は，家

庭教育・学校教育に関わる様々な情報を
発信していますが，発信元である峡東教
育事務所をご存じでしょうか。教育に関
わる仕事をされている方は名前は知って
いるとは思いますが，仕事内容までは余
り知らないのではないでしょうか。まし
てや，一般の皆さんは名前すら知らない
方が多いと思います。そこで，年度始め

， ，めにあたり 峡東教育事務所を理解して
広く活用していただけますよう事務所の
紹介をいたします。

峡東教育事務所は「山梨県教育庁の地
域機関」で，山梨市・笛吹市・甲州市の
子ども・学校・家庭・地域・教育委員会
の教育支援をしている所です。
組織は，地域教育支援・学校教育・総

務の３組織に分かれ， 名の職員で担当17
しています。仕事場所は，東山梨合同庁
舎２階の一番東側の部屋に位置していま
す。
それぞれの仕事内容を簡単に紹介しま

すと，地域教育支援担当は，社会教育全
般に関わっています。皆さんの生涯学習
に役立つような情報を提供したり，各市
が取り組んでいます生涯学習・社会教育
・芸術文化・文化財，生涯スポーツの振
興を支援したりする仕事をしています。
学校教育は，文部科学省や県教育委員

会の方針を受け市教育委員会や小中学校
へ説明したり，学校の抱えている課題な
どを県教委員会に伝えたりします。日常
的に，管内の小中学校 校を訪問し，学52

《

峡東教育事務所 （東山梨合同庁舎２Ｆ）

校の運営や授業内容・方法などについて
説明を受けたり，授業参観して指導・支
援をしています。また，各種研修会や研
究会にも出席し，指導・助言を行ってい
ます。総務は，管内の小中学校を訪問し
て，事務指導を行っています。また，小
中学校教職員に関する事務を行っていま
す。

このように述べますと，一般の皆さん
とあまり関わりがない仕事をしているよ
うに思えますが，そんなこともありませ
ん。その例をいくつか上げますと，この
エリアウェッブの発行もそうですし，保
・幼・小・中・高・特別支援学校等の連
携や子育て支援の講演会も開催していま
す。今年度も３回の講演会を行う予定で

，「 」準備していますが 参加して良かった
と思えるような講演会を行いたいと考え
ています。多くの皆さんのご参加をお願
いします。また，教育相談も行っていま
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す。児童生徒や保護者の皆さんで悩み事
がある時は気軽にお電話や相談においで
ください。
子どもの体験活動としての「やまなし

少年海洋道中」の地域窓口としてサポー
トもしています。出発前は自分の荷物を
背負うとふらふらした足どりの生徒達
が，８泊９日の八丈島でのサバイバルを
経験してきますと，真っ黒に日焼けし，
大きな荷物を背負いしっかりとした足取
りで帰ってくる姿を見ますと頼もしくさ
え思えます。この貴重な体験のできる事
業が 年間続いていることも納得できる20
ものです。
今年開設 年目を迎えました「ことぶ21

き勧学院」は，今年度東八代学園・東山

梨学園では， 名近くのお年寄りが，130
生き生きと学んでいます。その運営も私
たちが行っています。
スポーツ少年団ブロック大会や東山駅

伝の運営への協力，体力運動能力調査の
実施なども私たちの事務所で行っている
ことです。
このような仕事をしている教育事務所

ですが，今年度も活力ある学校づくりの
推進や生涯学習社会の構築を目指した地
域づくり・人づくりの推進に向けて，積
極的に支援する体制を整えています。ど
うぞ教育事務所を学校づくり・地域づく
りに活用していただきたいと思います。

「エリアウェッブ」って
どんな情報誌なの？

時々こんな質問をされます。
一言で説明するのは難しいのですが，整
理すると次のようなことです。

■「エリアウェッブ」の目的
①活力ある学校づくりの推進や望まし
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各情報の交流を通して，家庭・学校
・地域の連携強化に役立てる。

■「エリアウェッブ」の内容
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」の配布先
県下，峡東地区の ヶ所214
小・中・高・特・大
幼稚園，保育所，保育園
児童センター，学童保育
県教育庁各課，関係機関
市教育委員会，福祉，保健所 等

。毎月 部を作成し配布しています1200
保育所・園や学校などで増し刷りをして
各家庭に配布していただいています。

■「エリアウェッブ」の情報
いろいろな情報源をもとにしていま

す。園長さん，学校の先生，子育てサー
クルや支援団体など，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
具体的な生の情報をエリアウェッブに載
せられたらと考えています。

毎月１回の発行を基本にしています。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ので
「臨時増刊号」を発行する場合もあります。
「わが地域ではこんなことをしてるよ 」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。
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目標を持つことの大切さ
もうずいぶん前の話になります。

Ｓ君という中学３年生の子がいまし
た。お母さんは，夜の仕事で夜明け頃に
帰ってきます。小学生の頃は，お母さん
の帰りを待ちながら寝てしまったそうで
す。でも中学２年生の頃から，夜はＴＶ
やゲームをし，明け方に寝る習慣がつい
てしまったそうです。当然，時間通り登
校できず，昼頃学校へ来て，給食を食べ
て家に帰る，そんな毎日でした。

次第に勉強や学校生活に対して，ほと
んどやる気がなくなり，進学もあきらめ
てしましました。本人は自動車関係が好
きなので，ガソリンスタンドに就職した
いと希望していました。
ある日，ガソリンスタンドの社長さん

が面接をしに学校に来ました。緊張しな
がら受け答えをしているＳ君に，社長さ
んが突然「よし，うちで働いてくれ 」。
と内定を出したのです。同席していた私
たちもびっくりです。

さらに驚いたことがあります。しばら
くするとＳ君が，朝から学校に登校して
きたのです。しかも，学級で自主的に取
り組んでいた「朝学習」に参加し始めた
のです。不思議に思った私はＳ君に，

「どうして朝学習にまで参加してがんば
るようになったの？」と聞きました。
すると，Ｓ君は当たり前のような顔を

してこう言いました。
「だって先生，オレは４月から働くんだ
よ。だったら学校で勉強できるのはあ
とわずかしかないんだよ。就職してか
ら，漢字を知らない，計算ができない
なんて困るだろ。だからだよ 」。

確かに彼の言う通りです。失礼な質問
をしたことを申し訳なく思いました。結
， 。局 彼は最後まで朝学習に参加しました

そして，
「オレは一足先に社会に出るけど，お前
らもがんばれよ 」。

と，少しキザな言葉を残して卒業してい
きました。

声かけて 声かけられて 広がる輪
「おはよう」ではじまる 明るい一日 !!

「地域の教育力を高める」とよく言い
ます。何か難しそうな感じがしますが，
もっと簡単に考えればいいのではないで
しょうか。

地域の人達が，地域の子どもたち
を知り，声をかけ，見守っていく。

朝，子どもたちに「おはよう 」とあ。
いさつする。夕方や夜遊んでいる子がい
れば 「気をつけて帰れよ 」と声をか， 。

ける。そんな時「○○君」とか「◇◇さ
ん」と，名前をつけて声をかけるとさら
に効果は大きいですね。

子どもたちからお年寄りまで，み
んなが住みよい町づくり。安心し
て暮らせる町づくり。

これは市や町だけでなく，私たち一人
一人が小さな行動を起こしてこそできる
のではないでしょうか。
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新しい地域教育支援スタッフです。

平成 年度の峡東教育事務所の地域教育支援スタッフを紹介します。19
平成 年度より「地域教育推進担当 「社会教育担当 「生涯スポーツ担当」18 」， 」，
が一つになり 「地域教育支援スタッフ」として，この峡東地域の地域教育推進，
のために努力しております。
昨年度同様のご支援，ご協力をお願いします。

地域教育支 雨宮政文・中林睦彦・宮﨑 靖， 八巻 登・鈴木 茂・望月栄一
援スタッフ 佐藤政幹・青柳 修 （計８名）

・学校，家庭，地域教育の連携推進・教育相談窓口の開設
・新しい学校づくり人づくり・地域教育情報誌の発行
・成人教育の推進（山梨ことぶき勧学院など）

主な業務 ・青少年教育の推進（海洋道中，実賞など）
・社会教育の振興，家庭教育の推進・生涯スポーツ全般
・地域スポーツクラブの育成・小中学校のスポーツに関すること
など

「エリアウェッブ」を今後とも
よろしくお願いします。

情報誌を担当する３名です。昨年度は，情報誌「エリアウェッブ」
に対し，多くの感想，御意見などをお寄
せいただき，ありがとうございました。
より地域に密着した情報誌になるように，
今後とも努力していきたいと考えますの
で，よろしくお願いします。
なお，この情報誌はＨＰにも掲載され

ています。ＵＲＬは表紙の題字の下にあ
ります。また（検索）で『峡東教育事務
所→エリアウェッブ』でも閲覧できます。
（カラー版でご覧いただけます）

雨宮 政文

今年度から新しく地域教育支援スタ

ッフに加わりました。子どもたちの健

やかな成長に少しでもお手伝いできた

らとはりきっています。気軽に声をか

， 。けてくださると とてもうれしいです

よろしくお願いします。

中林 睦彦

この４月に甲府西高校から異動して

きました。主に，学校・家庭・地域社

会の連携の推進，新しい学校（高校）

づくり人づくり，教育相談の窓口等を

担当します。地域教育推進のため精一

杯がんばります。

宮﨑 靖

昨年度に引き続き、地域教育推進、

そして，情報誌を担当します。読者の

方々の子育てや生活に少しでもお役に

立てればと思います。

地域の情報や，情報誌に対するご意

見など，どんどんお寄せください。


