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資料ー１

第１号議案　平成21年度事業報告並びに収支決算報告，監査報告に
関する件（案）

平成21年度事業実施報告書
（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

Ⅰ 事業の概要
１　教育に関する機関誌等の発行　　　　　　　　　　　　 （執筆者等　敬称略）
（1）「茨城教育」の発行
・編集の基本方針

公平・公正さを堅持しつつ、広く県民の教育世論を掲載し、現下の教育の改善充
実に資する。

・編集委員会
執筆者の推薦、編集内容についての審議

・発行回数 年度内３回
・購読者を対象としたアンケート調査を実施し、一層の誌面の改善に資する。

①第830号（６月20日発行、6600部）
◎特集主題 「『学校力』を高める試みとその支援のあり方」

――「教師力」の向上をどう図るか――
・私の好きなことば
「広く会議を興し、万機公論に決すべし」 茨城大学学長　池田　幸雄
・巻頭言
「公益に資する事業の構想と推進」 6茨城県教育会会長　小貫　紀久
・論　説
「教師力の向上をどう図るか　原点としての
道徳・規範意識とコミュニケーション力」
――その成立の基盤と意義を生物学的視点から考える――

茨城大学教授　山根　爽一
・研究実践レポート
「自分の気持ちや考えを適切に伝え合う子どもの育成」

――国語科・総合的な学習の時間・道徳・特別活動の実践を通して――
高萩市立秋山小学校教諭　小林　紀惠

「生徒一人ひとりを生かした活力あふれる学級づくり」
――体験活動を通した教師力の向上を目指して――

潮来市立日の出中学校校長　渡邉　康夫
「自分たちで考え、伝え、深め合う力を伸ばすための『NIE活動』の充実をめざして」

――児童の発達段階に応じた全学年での系統性のある学習展開を通して――
龍ヶ崎市立長戸小学校教諭　小岩　泰規

・教育相談室から『子どもの声』
「児童養護施設の現場から」 児童指導員
「沈黙と会話――Ａ子とのかかわりを通じて――」 スクールカウンセラー
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「不登校生徒Ａ子とのかかわり――あせらず・あわてず・試行錯誤――」 中学校教諭
・ひろば
「環境としての教師の役割」 常磐短期大学幼児教育保育学科教授　山路　純子
「井戸端会議力を活かして――気づいた人が気づいたことを伝える――」

高萩市ＰＴＡ連絡協議会女性ネットワーク委員会　杉本　優子
「中学生と話そう」フォーラムを実施して 麻生保護区保護司会　久米　信良
・随　想
「今、大切にしていること」 常陸太田市立郡戸幼稚園園長　大内　弘子
「牛の糞にも段がある」 水戸市立双葉台小学校スクールボランティア 亀井　康明
「つながる心」 少林寺拳法茨城高萩道院長　作山　吉永
「先人の『生きる力』に学ぶ」 行方市立大和第一小学校教諭　高野　節夫
「臨機応変を求めて」 かすみがうら市立下稲吉中学校校長　今泉　準一
「出会いの中で」 下妻市立宗道小学校教諭　中條　美惠
「運命を決める一言」 茨城県立石岡第一高等学校教諭　冨澤　英士
・後輩に託す応援歌
「ライブの中での定点観測点を」 水戸市・賛助会員　中井川正次
「教師スタイル」 日立市・賛助会員　石川　　誠
「失敗を恐れずに」 潮来市・賛助会員　高　　康之
「一人一人を大切にした時、教育は光り輝く」 取手市・賛助会員　小松　幸江
「回想」 境町・賛助会員　大場　勝男
「生徒に教えられたこと」 つくば市・賛助会員　長瀬　宗男
・わがＰＴＡ活動紹介
「ＰＴＡ・地域・学校の連携で子どもを育てる活動」 潮来市立潮来小学校ＰＴＡ　
「心の絆を深めるＰＴＡ活動」 常総市立水海道中学校ＰＴＡ
・サークル紹介
「わらじ愛好会」 会長　江幡　吉見　

――「お祭り」参加が興じて今では「ボランティア」活動で地域社会に心の燈火を――
・文化施設めぐり
「花貫ふるさと自然公園センター」 海野　博之

高萩市秋山2989－14 電話　0293－24－2331

・俗談平語
「一期一会」随想 特別編集委員　軍司　邦夫
・茨城県教育会だより
「平成21年度の主事業及び開催予定」「教育功績者表彰」等関係記事

②第831号（10月20日発行、6600部）
◎特集主題 「『学校力』を高める試みとその支援のあり方」

――「家庭力」の向上をどう図るか――
・私の好きなことば
「文武不岐」 財団法人水戸東武館館長　小澤　　智
・巻頭言
「学力向上の原点――各種学力テスト・調査等の結果・分析を本気になって生かす――」

6茨城県教育会副会長　　渕　　茂
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・提　言
「学校と家庭の連携で家庭力の向上を」 同　　　本会理事　中村　雅利
「社会変化と新学習指導要領は」 同　　　本会理事　小林　　勉
・研究実践レポート
「地域とつくる浜田小コミュニティ・スクール」

――こどもは小さなまちづくり人―― 水戸市立浜田小学校教諭　深作　一徳
「自他の命を大切にし、夢や希望をもってより
よく生きようとする生徒の育成」 常総市立石下西中学校校長　金丸　克巳
「授業づくりから学校づくりへ」

茨城県立守谷高等学校長　松井　泰寿
・教育談話室から　〈子どもの声〉
「通級学級でできると――楽しく前向きに生活するために――」 幼稚園教諭
「特別支援と幼稚園の『気になる子ども』たち」 幼稚園園長
「相談室から、思春期の心のケアを考える――不登校の生徒との関わりを通して――」

中学校教諭
・ひろば
「登下校の光景」 那珂市元ＰＴＡ役員　中村　和平
「家庭の教育力の向上『子育ては、親育ち』」 稲敷市立あづま南小学校教頭 坂本　　馨
「何にもまして第一に、子どもの心を守ること」 バネッサ・リチャードソン
・随　想
「子どもたちに心ときめく体験を」 水戸市立笠原幼稚園　園長　出澤　洋子
「自立」 東海村立舟石川小学校　教諭　鈴木　勝久
「不易」 北茨城市立明徳小学校　校長　村田　俊美
「年寄りはボケる。子どもは…」 神栖市立植松小学校　校長　田山　憲司
「意志のつながり」 つくば市立高崎中学校　教諭　真木　　淳
「お代官様の『運・鈍・根』定年退職を迎えて」

筑西市立小栗小学校　校長　山本　麗子
「みなみ風」 茨城県立水戸南高等学校定時制・夜間制　教頭　中庭　昌樹
・後輩に託す応援歌
「十年次頃の中堅期から四本柱で」 ひたちなか市・賛助会員　儘田　茂樹
「ひと言の重み」 常陸太田市・賛助会員　小林　啓徳
「余裕と教育力」 鉾田市・賛助会員　飯島　武夫
「教育と四天王」 つくば市・賛助会員　串田　榮一
「今、頑張らないで、いつ、頑張るんだ！」 境町・賛助会員　武井　貞男
「教育の今を考える――コミュニケーションを深める」

水戸市・賛助会員　植木　行宏
・わがＰＴＡ活動紹介
「より良い学校生活のために」 笠間市立友部中学校ＰＴＡ
「保護者・地域で学校を支援するＰＴＡ活動」 北茨城市立磯原中学校ＰＴＡ
・サークル紹介
「どんぐり会」 筑西市生涯学習ボランティアサークル　代表　滝川　義雄
○【特集】第61回日本連合教育会研究大会山口大会
・テーマ「人や自然とのふれあいの中で、志をもちたくましく生き抜く日本人の育成」
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・記念講演　演題 「松下村塾の教育――志を育てる教育――」
講師　財団法人松風会理事　松田　輝夫　先生

・本県提案　第１分科会「『生きる力』を育む教育課程の編成と展開」
――よく学びよく遊びよく働く子どもの育成を目指したチーム三の丸の取り組み――

水戸市立三の丸小学校　教諭　海野　　隆　先生
・本県参加　茨城県団団長　　渕　　茂　以下71名、事務局４名、計75名
・文化施設めぐり
「潮来市立図書館」（潮来市牛堀289） 電話 0299-80-3311

・俗談平語
「人と自然と」 6茨城県教育会　顧問　清水　千壽
・茨城県教育会だより

③第832号（２月20日発行、6600部）
◎特集主題「『学校力』を高める試みとその支援のあり方」

――「地域力」の向上をどう図るか――
・好きな言葉
「今日よりましな自分を 茨城県教育委員会教育委員長　関　　正樹
明日に画いて今日を生きる」

・巻頭言
「学校の眩しさ」 茨城県教育会副会長　後藤　克己
・提 言
「口腔習癖（指しゃぶりや爪噛みなど）からみる子どもの心と人間関係」

茨城県教育会理事　小林ゆかり
「地域の教育力と学校」 茨城県教育会理事　坂本　　繁
・教育座談会【県北地区】
○テーマ　「『学校力』を高める試みとその支援のあり方」

――教師力・家庭力・地域力の向上をどう図るか――
○期　日　平成21年11月12日（木） 午前10時から12時まで
○会　場　茨城県県北生涯学習センター講座室
○出席者　幼稚園・小学校・中学校教職員及びＰＴＡ関係者・地域教育活動家　

11名
・研究実践レポート
「人とのかかわりの中で自己表出し、主体的に活動できるようになるための手立て」

水戸市立国田幼稚園　園長　宮部真由美
「地域力を生かした豊かな教育活動の実践」

――学校・保護者・地域が一体となった取り組みを通して――
行方市立玉造小学校　教諭　曾根　敏見

「生徒一人一人の生きる力を育む教育活動の推進」
――小規模校のよさを生かした特色ある教育課程の編成を通して――

取手市立野々井中学校　教諭　戸塚　　久
・教育談話室から【子どもの声】
「自己肯定感をはぐくむ――適応指導教室における体験活動の取組を通して――」

小学校教諭
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「機能的な校内支援体制の在り方――『支え合う』ということ――」 小学校校長
「適応指導教室でのかかわり」 教育相談員
・ひろば
「『教師力』と『地域力』で高める『学校力』」
――学力向上を目指した特色ある教育課程の編成と実践――

日立市立田尻小学校　教諭　信田　秀穂
「安心して住める街作りを目指して」 潮来市青少年育成市民会議　会長 塙　　信一
「障害を持った方と子どもたちとのふれあいの中から日々感じること」

障害者支援施設　ピアしらとり　施設長　渡辺　和成
・随 想
「新しい先生とともに」 幼稚園新規採用教員研修指導員　永峰美津枝
「ある授業との出会い」 稲敷郡阿見町立吉原小学校長　村山　邦夫
「手紙」 東茨城郡茨城町立長岡小学校教諭　角田有美子
「京都“ようじ屋”事件」 結城郡八千代町立東中学校教諭　杉本　尚志
「模倣」 日立市立金沢小学校教諭　矢板　睦美
「出会いと再会と」 茨城県立牛久高等学校長　加藤　路子
「本当の幸せを願い」 行方市立津澄小学校教頭　新　　敏雄　
・後輩に託す応援歌
「画期的な面接技法――ソリューション・フォーカスト・セラピー」

ひたちなか市・賛助会員　橋本　勝美
「そばと私」 常陸太田市・賛助会員　川又　節郎
「研修・教養」 潮来市・賛助会員　幸田　　靄
「教師たる以前に、まず親の心で」 土浦市・賛助会員　服部　和房
「特殊教育から特別支援教育へ――全職員で理念の具現化を」 結城市・賛助会員　坂田よう子
「連携で」 水戸市・賛助会員　藤田さち子
・わがＰＴＡ活動紹介
「初めの一歩」 つくば市立田水山小学校ＰＴＡ
「地域にとって必要なもの」 桜川市立岩瀬小学校ＰＴＡ
・サークル紹介
「ふるさと『小絹の綱火』とともに」――小張松下流綱火保存会「子ども綱火研究会」――

つくばみらい市田水山小学校　校長　直井　修三
・文化施設めぐり
「しもだて美術館」（茨城県筑西市丙372） 電話　0296-23-1601

・声の欄　――茨城教育を読んで――
「美しい規範意識」 水戸市立飯富中学校教頭　野村　芳弘
「私が考えること」 北相馬郡利根町立文小学校長　古田　吉光
「『茨城教育』828号を読んで」 坂東市立七重小学校長　野口　敏郎
・俗談平語
「漢字について」 6茨城県教育会　顧問　清水　千壽
・教育会だより 茨城県教育会事務局
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２　教育の振興並びに郷土文化の継承・発展に資するための各種研究調査
（1）教育に関する資料の収集・保管

①市町村教育委員会作成の指導資料等の収集･整理
②郡市教育会等による｢教育史等」の収集

（2）みんなで教育を考える「いばらき教育の日｣ 推進協議会事業への積極的な参画
○発起人団体として、推進協議会主催　｢みんなで教育を考える『いばらき教育の
日』推進大会｣ の企画・運営にあたり､下記により開催された。

【第10回みんなで教育を考える「いばらき教育の日」推進大会】

・期　日　　平成21年11月１日（日）10：00～16：10
・会　場　　茨城県県民文化センター大ホール
・主　催　　みんなで教育を考える「いばらき教育の日」推進協議会

【推進協議会構成36団体】
大好きいばらき県民会議　茨城県ＰＴＡ連絡協議会　茨城県退職校長会
6茨城県教育会　6青少年育成茨城県民会議　日本ボーイスカウト茨城県
連盟　茨城県退職高等学校長会　6茨城県経営者協会　茨城県高等学校Ｐ
ＴＡ連合会　茨城県学校長会・茨城県教育研究会　茨城県高等学校長協会
茨城県子ども会育成連合会　茨城県私学協会　茨城県国公立幼稚園ＰＴＡ
連絡協議会　茨城県交通安全母の会連合会　茨城県商工会連合会　茨城県
地域女性団体連絡会　7茨城県青少年協会　6ガールスカウト日本連盟茨
城県支部　茨城県青少年赤十字指導者協議会　茨城県幼稚園連合会　7げ
んでんふれあい茨城財団　7茨城県交通安全協会　茨城県高等学校文化連
盟　茨城県高等学校教育研究会　茨城県吹奏楽連盟　茨城県高等学校体育
連盟　茨城県高等学校野球連盟　茨城県中学校体育連盟　茨城県女性リー
ダー研修生連絡会（緑会） 茨城県教育友の会　6茨城県私立幼稚園連合
会・同ＰＴＡ連合会　茨城県退職公務員連盟　茨城県モラロジー協議会
6茨城県専修学校各種学校連絡会　ＮＰＯ法人ひと・まちねっとわーく

・後　援　　茨城県　茨城県議会　茨城県教育委員会　茨城県警察本部　茨城県市
長会　茨城県町村会　茨城県市町村教育長協議会　㈱茨城放送　ＮＨＫ
水戸放送局　朝日新聞水戸総局　読売新聞水戸支局　毎日新聞水戸支局
㈱茨城新聞社　㈱常陽新聞新社

・参加者　　36団体及び協賛団体並びに県・県教委・市町村教委及び一般　約1500名余
※茨城県教育会より、正会員・賛助会員・事務局等65名が参加

・内　容　　・開会行事
・表　彰　　善行表彰、優秀標語の表彰、あいさつ・声かけ運動標語の表彰

優秀教員表彰
・「教育の日」推進10年の歩み
・青少年の主張
・記念講演　演　題 「日本の教育を考える―ビミョウな時代をどう生きるか―」

講　師　藤原　和博先生（東京学芸大学客員教授・大阪府特別顧問）
・パネルディスカッション

明るい未来を切り拓く「茨城の教育」学校・地域社会・家庭の結束を目指して
・大会宣言採択 推進大会宣言
・閉会行事
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３　講演会・研究協議会・研修会・懇談会の開催、各種事業への助成
（1）教育座談会の開催【県北行地区】

○開催期日　平成21年11月12日（金） 茨城県県北生涯学習センター
○テ ー マ 「『学校力』を高める試みとその支援のあり方」

――教師力・家庭力・地域力の向上をどう図るか――
○出 席 者
（敬称略）

【オブザーバー出席】茨城県教育会理事 中村雅利（日立市立宮田小学校長）
日立市教育会長　 酒井　純（日立市立日高中学校長）
北茨城市教育会長 乙母達夫（北茨城市立中郷中学校長）

事務局 会長小貫紀久､事務局長春田義邦、担当米山　一・辻本　賢

○事後措置　機関誌「茨城教育」第832号（平成22年２月20日発行）に座談会の全容を掲載

（2）第63回日本連合教育会研究大会茨城大会企画委員会
①目　　的　年度の準備委員会の検討を踏まえ、より具体的な大会の実像を形成すると共

に、本大会開催の趣旨及び内容等についての広報を通して理解の浸透を図る。
②検討内容　・開催期日及び各種会場の選定について　

・大会主題及び主題設定の理由並びに大会宣言の起草について
・分科会・シンポジウム等の設定について
・記念講演の講師選定について
・その他

③委員会の構成

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

委員名　
清水　千壽
中井川正次
佐藤　和夫
都筑　　積
長澤　　勤
本田　和夫
渡辺　準一
渕　　茂

軍司　秀幸
福田　　栄

所　　　属
茨城県教育会顧問
茨城県教育会賛助会員
茨城県学校長会

同
同

水戸市教育会
水戸教育事務所
水戸市教育会
ひたちなか市教育会
常陸大宮市教育会

No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

出席者名　
安　　和代
芳賀　道子
白取和歌子
乾　　孝之
堀口　博史
鈴木　伸幸
松本　幸次
田切　政昭
関　　壽男
横倉　輝壽
金田　廣由

職　名
園　長
教　諭
ＰＴＡ会長
校　長
教　諭
ＰＴＡ会長
校　長
教　諭
ＰＴＡ会長
地域教育実践活動家
地域教育実践活動家

所　　　属
常陸太田市立金郷幼稚園
高萩市立東幼稚園
日立市立会瀬幼稚園
北茨城市立関南小学校
常陸太田市立佐竹小学校
北茨城市立明徳小学校
日立市立平沢中学校
高萩市立秋山中学校
日立市立泉丘中学校
常陸太田市生涯学習センター
北茨城市ボランティア連絡協議会会長

備　考

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

委員名　
平沼　和栄
根本　安定
吉原富久江
友部　和明
山下　正路
勝村　和夫
諸江　修一
中島 正
古橋　英一
福田 洋子

所　　　属
鉾田市教育会
行方市教育会
土浦市教育会
石岡市教育会
取手市教育会
つくば市教育会
古河市教育会
常総市教育会
筑西市教育会
茨城大学附属幼稚園
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④委員会の開催
・平成21年６月17日（水） 午後２時～４時
・平成21年８月７日（金） 午後２時～４時
・平成21年12月11日（金） 午前１０時～１２時
・平成22年２月10日（水） 午前１０時～１２時
※平成21年10月６日（火）は台風襲来のため開催を中止した。

⑤検討の結果――茨城大会の具体像の概要
・大 会 名　第63回日本連合教育会研究大会茨城大会
・大会主題　国際社会に生きる心豊かで創造的な日本人の育成

――学ぶ意欲に富み、思考力・判断力・表現力を備えた子どもの育成――
・主　　催　日本連合教育会・社団法人茨城県教育会
・後　　援　文部科学省・茨城県・茨城県教育委員会・水戸市・水戸

市教育委員会・茨城県市町村教育委員会連合会・茨城県
市町村教育長協議会・茨城県教育研究連盟・茨城県学校
長会・茨城県高等学校長協会・茨城県教育研究会・茨城
県高等学校教育研究会・茨城県国公立幼稚園長会・茨城
県国公立幼稚園研究会・茨城県幼稚園連合会・社団法人
全国幼児教育研究会茨城支部・茨城県ＰＴＡ連絡協議
会・茨城県高等学校ＰＴＡ連合会・茨城県公立幼稚園Ｐ
ＴＡ連絡協議会・茨城県退職校長会・茨城県退職高等学
校長会・みんなで教育を考える「いばらき教育の日」推
進協議会

・期　　日　平成23年８月18日（木） 理事会・青年教師の集い　等
８月19日（金） 全体会・分科会 等

・会　　場　・理事会及び青年教師の集い
公立学校共済組合水戸宿泊所『ホテルレイクビュー水戸』
・全体会及び記念講演
茨城県立県民文化センター　大ホール
・分科会及びパネルディスカッション
県民文化センター　小ホール及び分館会議室、水戸市民会館
会議室、茨城県立近代美術館、ホテルレイクビュー水戸等

・大会内容　・全体会 日本連合教育会会務報告、主題設定の理由・宣言採択
・記念講演　演　題 「 未 定 」

講　師　宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター所長
（ＪＡＸＡ）

・分 科 会　①　教育課程　　　　②　学習指導
③　道徳教育　　　　④　生徒指導

11

12

13

飛田　敏行
酒井 純
石井　徳有

東茨城郡教育会
日立市教育会
常陸太田市教育会

24 小貫 紀久 茨城県教育会

※ 15根本安定氏については、行方市教育長就任のため小沼由紀子氏に変更

教育会事務局 春田義邦、勝村操、 堀正伸、米山一、辻本賢、茅根満智子

（予定）
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⑤　キャリア教育　　⑥　環境教育
⑦　人権教育　　　　⑧　幼児教育
⑨　特別支援教育　　⑩　家庭・地域・学校の連携

（パネルディスカッション）
（2）郡市地区教育会代表者研究協議会の開催

①全体協議会
・期　　日　　平成21年10月29日（木） 午前10時～12時まで
・会　　場　　水戸生涯学習センター分館大会議室
・協議内容　　平成22年度6茨城県教育会実施事業の進捗状況報告

※第３次地域教育振興集会支援事業
「『学校力』向上プロジェクト支援事業」について

6茨城県教育会の事業並びに運営についての意見・要望・提言
6茨城県教育会の組織の現況と今後の課題

・講　　話　　講師　茨城県教育庁義務教育課　副参事　本多　清峰 先生
演題 ｢本県教育の現状と課題｣                                 

② 地区別協議会（県南地区教育会）
・期　　日　　平成21年８月11日（火） 午後１時～３時
・会　　場　　土浦・石岡地方社会教育センター
・参 加 者　　各郡市教育会会長・副会長及び本会理事・賛助会員代表者
・協議内容　　平成21年度6茨城県教育会の事業計画及び進捗状況について（報告）

6茨城県教育会の組織の現状と課題について
6茨城県教育会への意見・要望・提言
郡市教育会の特色ある活動と運営について

（3）第３次地域教育振興集会支援事業の推進
第２次地域教育振興集会支援事業は、平成16年度から20年度の５年を期限とし、

日立市・水戸市・日立大宮市・稲敷市・鹿島地区・筑西市・古河市・常陸太田
市・行方地区・ひたちなか市の10市地区教育会と共催による教育講演会等を実施
し所期の成果を上げることができた。平成21年度から後継事業として下記の事業
スタートさせた。
・新規事業 「『学校力』向上プロジェクト支援事業」
○事業の趣旨

本事業は、各園・学校・ＰＴＡ・ＮＰＯ・ボランテイア団体等が、当面する
課題の解決に資する研修等を企画する際に、講師招聘費等その経費の一部を補
助し、研修活動の活性化に寄与することを目的とする。

○事業の概要
・事業予算　総事業費を５年間で3,000,000円とし、単年度600,000円とする。
・事業対象　国公私立幼稚園・小学校・中学校・高等学校、同ＰＴＡ、園・学

校の教育活動を支援する教育関係機関・団体（ボランティア・
ＮＰＯなど）等が主催する研修事業とし、単年度120件を対象と
する。但し、１団体・年間１回を補助対象とする。
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・事業内容　主として研修会に招聘する講師謝金として、１団体5,000円を上
限として補助する。

・そ の 他　依頼する研修講師については、被補助金交付機関・団体等が依頼
することとし、その場合には、次の２つのケースになる。
※１　補助金交付を希望する機関・団体が、当該課題の解決に
適合する講師を依頼する。
※２　茨城県教育会「賛助会員人材バンク」に登録されている
先輩を依頼する。

○平成21年度事業実績（平成22年１月20日現在）
・補助金交付総数　63機関・団体
・補助金交付内訳

・補助金交付申請事業内容（抜粋）
〔メディア教育講習会〕〔カウンセリング研修会〕〔子どもの健康教室〕
〔英会話交流集会〕 〔薬物乱用防止講習会〕 〔おもしろ科学実験〕
〔昔遊びふれあい教室〕〔星空を見る会〕 〔親子科学教室〕
〔数学研究会〕 〔薬物乱用防止講習会〕 〔バレーボール教室〕
〔手話で話そう研修会〕〔「伊奈の綱火」学習会〕〔道徳授業研修会〕
〔歌唱指導実技研修会〕〔野菜栽培学習会〕 〔食育講演会〕
〔学習指導法の改善〕 〔読み聞かせ研修会〕 〔その他〕

○平成22年度の課題
・　事業の趣旨及び内容について、積極的なＰＲ活動をし、関係機関・団体の

理解を深めることが不可避である。
・　本会「賛助会員人材バンク」の積極的活用への啓発活動に努める。
・　申請１件当たりの補助金額の妥当性について検討を要する。

（4）各種事業への助成
・水戸市教育会等への補助

（5）サークル紹介（「茨城教育」による）
・「わらじ愛好会」お祭り参加が興じて今ではボランテイア活動で地域社会に心の燈火を （830号）
・「どんぐり会」 （831号）
・「ふるさと『小張の綱火』とともに」 （832号）

４　表　彰（表彰規程により、下記該当者を表彰）
・郡市地区教育会長として功績を残して退職された者
◎鉾田市教育会長　小島　益男氏　外18名

・教育功績者表彰規程による功績者としての表彰者
◎団体・「日立図書館と歩む會」 代表　鶴岡育枝氏 （日立市）
◎団体・「日立少年少女合唱団」 代表　川　壽光氏 （日立市）
◎団体・「金砂郷おむすびの会」 代表　石塚満子氏 （常陸太田市）

交付先

件　数

幼稚園

３

小学校

４９

中学校

８

ＰＴＡ

２

その他

１
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◎団体・「君田中教育活動支援グループ」 鈴木利明氏 （北茨城市）
佐川栄司氏 （ 同 ）
鈴木積穂氏 （ 同 ）

◎個人・金田廣由氏「スポーツ・自然観察・栽培活動を通しての青少年健全育成」

５　各種会議の開催

（1）賛助会員地区代表者会
・期　日　平成21年10月９日（金）
・会　場　茨城県水戸生涯学習センター　分館
・出席者 【水戸】中井川正次　　　　　　【県北】西野　孝一　柴田　　彪
（敬称略）【鹿行】下河邊康志　下河　哲雄【県南】岡　　賢市　大鳥居良行　　

【県西】程塚　　洋　田村　　進【高校】池田都實康
【顧問】内山　源　　鯨岡　健　　清水　千壽

・内　容　・報告　平成21年度の事業概要及び運営について
組織の現状と課題について

・協議　今後の茨城県教育会の事業及び運営等への要望・提言
組織の拡充・充実のための諸対策について
機関誌「茨城教育」執筆者及び教育功績者推薦について
「『学校力』向上プロジェクト支援事業」について
第63回日本連合教育会研究大会茨城大会について
その他

６　その他目的達成のための事業

（1）組織の基盤強化のための活動
①郡市地区教育会代表者全体研究協議会、同地区別研究協議会（県南地区）、賛助
会員代表者会等における事業概要と会員加入状況の説明及び加入促進依頼

②市町村教育委員会及び郡市学校長会長訪問による加入促進依頼
③「茨城教育」による購読者と加入者の増加対策
④県ＰＴＡ連絡協議会との連携強化の促進

（2）日本連合教育会関係
①日本連合教育会の企画・運営への参画（副会長兼常務理事＝会長）
②第61回日本連合教育会研究大会山口大会への参加
○期 日 平成21年８月19日（水）～20日（木）（本大会は１日開催）
○会 場 山口市民会館・山口県教育会館
○大会主題 ｢人や自然とのふれあいの中で、志をもちたくましく生き抜く日本人の育成」
○日程
・理事会（19日）
・全体会（20日）
・分科会（20日・午後）
教科・領域等の10分科会で研究協議
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・本県提案
第１分科会「教育課程」

「地域に根ざした特色ある教育課程の編成」
――よく学びよく遊びよく働く子どもの育成目指した
「チーム三の丸」の取組み――

水戸市立三の丸小学校　教諭　海野　隆
・記念講演　 演題 「松下村塾の教育――志を育てる教育――」

講師 松陰研究家　松田　輝夫　先生
・本県参加 71名（事務局３名を含む）

③文部科学省要望書提出（政策関係）
新政権発足により、現時点において未定である。

(3) 茨城県教育研究連盟関係
・評議員会・幹事会に出席、企画・運営に参画
・第54回茨城県教育研究連盟研究集会
［日　時］ 平成21年（2009年）10月10日（土）
［会　場］ 茨城大学水戸キャンパス
［日　程］ ９：00～９：30 受付

９：30～10：00 開会・全体会（本年度より復活）
10：10～12：10 分科会
12：10～13：00 昼食・休憩
13：00～16：00 分科会
16：30 閉会

［分科会の構成］ 23分科会
［提案レポート数］ 270

(4) 委託業務の執行
・｢2009年度版茨城県学事関係職員録｣ の編集
・諸表簿・用紙等の編集
・｢ひらがなれんしゅうちょう」「ＡＢＣ英語練習帳」の編集・販売斡旋


