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平成２９年６月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年６月２７日（火）午後３時３０分から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 教育長（中道公子） 

教育委員会委員（伊藤久仁子，福嶋礼子，下古谷博司，山中秀志） 

 

４ 議場に出席した職員 

教育次長（森川洋行），教育委員会事務局参事（廣田隆延），参事兼教育総務課長（白

塚山隆彦），教育政策課長（澤卓男），学校教育課長（梅本秀明），教育指導課長（川

北浩司），教育支援課長（橋本伸清），参事兼文化振興課長（澤井環），参事兼図書館

長（北川清美），文化財課長（新田剛），子ども育成課長（坂本悦子），書記（永井洋

一），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱について            （文化財課） 

（２）鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正について          （子ども育成課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２８年度教育委員会活動の点検・評価について      （教育総務課） 

（２）平成２９年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について  （教育指導課） 

（３）平成３０年成人式について                 （文化振興課） 

（４）企画展「弥生時代の鈴鹿」について              （文化財課） 

（５）夏休み子ども体験博物館２０１７について           （文化財課） 

（６）鈴鹿市立図書館における夏休み期間中の行事について       （図書館） 

 

７ その他 

（１）７月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 ２名 

 

 

 

（教育長）皆様，こんにちは。定刻となりましたので，ただ今から平成２９年６月教育

委員会定例会を開催します。本日の会議録署名委員は，下古谷委員にお願いいたしま

す。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１８２８号｢鈴鹿市文化財調査会委員の委 
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嘱について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市文化財保護条例第４条の規定に基づ

き鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱を行うについて，教育委員会の議決を得るため，こ

の議案を提出いたします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは議案第１８２８号「鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱

について」につきまして，説明申し上げます。２ページ，３ページを御覧ください。

鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱でございますが，鈴鹿市文化財保護条例第４条の規定

に基づき文化財に関する諮問機関として，文化財の保護活用に関する調査研究並びに

文化財の指定及び指定解除，その他文化財の保護活用に関する必要な事項について，

意見具申を行う鈴鹿市文化財調査会委員を委嘱するものでございます。なお，今回の

委嘱は，二年間の任期の満了に伴うものでございます。これまで文化財の各種別にお

いて，それぞれの専門的な知識及び経験豊富な１１名の学識経験者に，その任にあた

っていただきましたが，この度，２名の方が再任を辞退されることになりました。し

たがいまして，新たな方も含めまして，今回御審議いただく委員，各種別の担当者に

つきましては２ページ，３ページ記載のとおりでございます。以上でございます。よ

ろしく御審議いただきますようお願いします。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）それぞれ見識のある方ばかりで，良い人材が揃っているなと思います。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１８２８号｢鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱について」を原案のとお

り承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８２８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案 第１８２９号「鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正について」をお諮り

いたします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市立幼稚園園則の一部を改正するにつ
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いて，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたします。 

 

（子ども育成課長）それでは，私からは議案第１８２９号「鈴鹿市立幼稚園園則の一部

を改正する規則」につきまして，説明申し上げます。今回の改正につきましては，４

月及び５月の定例会におきまして，子ども政策課からの報告事項「鈴鹿市立幼稚園の

休園及び廃園基準の見直し等」にて説明させていただきました「公立幼稚園の基本方

針の改正」に基づきまして，「原則，各中学校区において１園は２年保育を実施する」

部分の規則改正でございます。６ページの新旧対象表を御覧ください。現在，栄幼稚

園におきましては，５歳児のみの１年保育を実施しているところでございますが，「原

則，各中学校区において１園は２年保育を実施する」という基本方針に基づきまして，

平成３０年度から複式学級にて２年保育を実施するというものでございます。平成３

０年度の園児募集の案内につきましては，８月からの開始を予定しており，パンフレ

ット等の準備の都合もございますことから，この時期に幼稚園園則を改正するもので

ございます。よろしく御審議いただきますようお願いします。以上でございます。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（下古谷委員）今回，これで２年保育の幼稚園が入ったということで，基本的には１つ

の中学校区に対して，２年保育の幼稚園が全てに配置されたということでよろしいの

でしょうか。 

 

（子ども育成課長）そのとおりでございます。 

 

（山中委員）２年保育になると，入園希望者は増える傾向にあるのでしょうか。実態が

分かれば教えていただけませんか。 

 

（子ども育成課長）具体的な数値を示すことはできないですが，保護者の希望としまし

ては，やはり２年保育というのが希望にございますので，１年保育に比べて２年保育

ということであれば，希望者も増えると見込んでいます。 

 

（山中委員）栄幼稚園の収容定員が３５名ということですが，定員を超える希望者があ

る場合は抽選等が行われるのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）そのとおりでございます。 

 

（山中委員）そのあたりは柔軟に対応というわけにはいかないのでしょうか。定員は，

きっちりとしたものなのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）３５名という定員でございますので,安全性の面から見ましても，定

員数に基づき抽選等で決めていきたいと思います。 
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（福嶋委員）現在のところ４歳児，５歳児の人数はどのくらいいるのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）児童数につきましては，４月１日現在，公立幼稚園の４歳児は２４

５名，５歳児は２７９名です。 

 

（福嶋委員）思ったより４歳児が多いですね。せっかく２年間の保育ということになる

わけですから，特にこういうところに力を入れてやっていこうということや，方針を

教えていただけませんでしょうか。 

 

（子ども育成課長）前回の再編整備計画の説明を子ども政策課から御報告させていただ

きましたが，５歳児の集団適用健診が４歳児の段階で実施させていただくことになり

ます。平成３０年度で全児童を対象にさせていただき，そのあたりが保護者の方にと

っても大きな要因になると思っております。また保育の件につきましても，１年保育

に比べて，やはり２年継続して幼稚園でみさせていただくことになると，児童にとっ

ても落ち着いた環境で１年ではなく２年を通じて学んでいただいたり，遊びを通じて

いろいろ得てもらうところはあると思います。そういったところも２年保育のメリッ

トだと考えております。 

 

（福嶋委員）子どもたちが自分で工夫して，いろいろ活動したり，あるいは障がいを持

ったお子さんに対して優しく接するだとか，いろいろな面がありますので，２年間に

わたってゆっくり保育ができるというところを活かしていただいて，私立にはできな

い部分を積極的に強化していただければと思います。 

 

（伊藤委員）幼稚園がここ数年少なくなっていくのは寂しいと思います。各中学校区で

１園は２年保育をするという体制が整ったと考えてよろしいですね。これで，健診も

しましょう，体制も整いました，では，次何をするかというと，幼小連携という部分

で，４歳，５歳，１年生という子どもたちに対して，もう１ステップ２ステップ上が

ったような教育を，より効果的にしていくという取組をしていただきたいんですが，

そういったことは可能でしょうか。 

 

（子ども育成課長）幼稚園，小学校と連携した教育ができるということが，公立幼稚園

の役割の一つであると考えています。そのあたりをしっかり考えながら，やっていき

たいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

（伊藤委員）また公立幼稚園が午後２時に終わるのは，動かすことができないのでしょ

うか。 

 

（子ども育成課長）今のところ４時間の保育時間の変更は考えておりません。 

 

（伊藤委員）さきほど福嶋委員が聞かれたように，４歳児，５歳児は思ったよりいるん
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だなと思いましたが，やっぱり午後２時に子どもたちを帰らせるというのを，どれだ

けの保護者が対応していけるのだろうと思います。大きなハードルになるのではない

かと思います。ただ，私立幼稚園との関係があって難しいのですね。 

 

（子ども育成課長）そうですね，それぞれの持分のようなものがありますので。 

 

（伊藤委員）公立幼稚園として条件を整えてみえるのは，わかっていますので，思い切

って私立と公立の幼稚園が横に並ばれて，いろいろな会議をもっと持つことや，そこ

に小学校の先生方も入られて，就学前教育や小学１年生に入ってくる子どもたちには

このくらいの子どもたちが入ってきてほしいということを，議論いただければと思い

ます。特に公立の幼稚園が減るので，すごくそう感じます。独自の教育も大事だと思

うのですが，文部科学省の教育の中で，これぐらいはという線を引かれて，小学校の

先生方がスムーズに子どもたちを受け入れる体制を真剣に作っていかないと，なかな

か公立幼稚園の存続そのものが，危ないのでないのかなと思いますので，真剣に考え

ていただきたいと思います。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１８２９号「鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正について」を原案のとお

り承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８２９号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，報告事項に移ります。「平成２８年度教育委員会活動の点検・評価

について」をお願いいたします。 

 

（教育総務課長）それでは，報告事項の１番目，「平成２８年度教育委員会活動の点検・

評価」につきまして，各所属による一次評価報告書案がまとまりましたので，説明申

し上げます。初めに，この教育委員会活動の点検・評価の趣旨についてでございます

が，これは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき行う

ものでございまして，教育委員会は，毎年，その権限に属する事務の管理及び執行の

状況について，点検・評価を行いその教育的効果について検証するとともに，地域住

民に対する説明責任を果たしていくため，その結果に関する報告書を作成し，公表す

るものでございます。それでは，一次評価報告書案の目次を御覧ください。本報告書

の構成につきましては，まず１番目としまして，制度の趣旨や評価の実施方法につい

て等の「はじめに」の部分と，次に２番目としまして，担当所属による単年度の点検

評価の部分から構成されております。なお，Ａ３の大きさになっております５ページ

は,平成２８年度点検評価項目一覧表を，達成度や担当課を加えまして記載してござ

います。この度の点検・評価につきましては，この表にもございますように，平成２

８年度から新たに始まりました鈴鹿市教育振興基本計画において，施策の基本的な方
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向ごとの基本事業の取組の中でも，特に重点と置いて取り組む２６項目を対象といた

しました。そして，この２６項目の重点取組について，６ページから３８ページまで

に，各担当課が行いました一次評価の内容を記載してございます。なお，記載方法等

については，一つの取組を一つのシートにまとめ記載しており，また，今年度から新

たに，目標値，実績値及び達成度の三つの数字をグラフ化することにより，数字を分

かりやすく標記するとともに，教育振興基本計画の計画期間である平成３１年度まで

の進行管理を図りたいと考えております。なお，一次評価報告書案における個々の取

組の詳細内容につきましては，報告しました資料をもって，説明に代えさせていただ

きます。以上が，今回の一次評価報告書案の概要でございます。今後は，教育委員の

皆様からの御意見を二次評価として加え，さらには，学識経験者等からの御意見もい

ただきながら完成をさせてまいります。次に，今後の予定につきまして，説明申し上

げます。本日，御報告させていただきました，一次評価報告書案につきまして，教育

委員の皆様からは，７月１８日火曜日までに御意見等を事務局へいただきたいと存じ

ます。その後，事務局で二次評価についての原案を作成し，８月に予定しております

教育委員会懇談会にて，二次評価報告書案について意見交換を行ってまいりたいと考

えております。なお，本市におきましては，教育委員会活動の活性化の一環としまし

て，教育委員会活動の点検・評価を集中的に議論する会議の場として，教育委員会懇

談会を開催しております。会議は公開で行い，議事録につきましても，教育委員会定

例会や臨時会と同様の扱いとしており，また，教育委員会ホームページ等に，傍聴の

案内をさせていただいております。この教育委員会懇談会におきまして，委員の皆様

よりいただきました意見を整理しました後に，９月教育委員会定例会において，二次

評価報告書案の報告を行い，仮確定をさせていただいた後，学識経験者の方へ御意見

を求めてまいりたいと考えております。そして，１１月教育委員会定例会におきまし

て，最終の点検・評価報告書案を提出させていただき，承認をいただきましたら，市

議会１２月定例会に，報告書を提出したいと考えております。また，市議会提出後に

は，総務課の情報コーナーや教育総務課の窓口で閲覧していただけるように，冊子を

設置いたします。さらに，点検・評価報告書を教育委員会のホームページに掲載する

とともに，公表した旨を広報すずかに掲載するなど，周知を図ってまいりたいと考え

ております。説明は，以上でございます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）年々冊子が薄くなっていくのがありがたいです。今までたくさん網羅して

いて，今年は何に重点というのが絞れなかったですが，これくらいにまとめていただ

いて，全体がぼやけていたのが，ちょっとはっきりしてきたかなと思います。 

 

（教育総務課）ありがとうございます。資料につきましては，簡潔明瞭にという方向で

考えておりましたので，意思を酌んでいただきありがとうございます。今後も説明し

やすい様式，作成に努めてまいりますので，よろしくお願いいたします。 
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（下古谷委員）１３ページの目標設定根拠が未記入で空白になっておりました。ここだ

けが空白になっていますので，何か入れていただきたいと思います。 

 

（教育支援課長）かしこまりました。 

 

（福嶋委員）今回，趣旨のところに地域の住民に対する説明責任というのが大きな目的

というのがあり，そういう面では今までになかったグラフが見える化になり，市民が

御覧になって分かりやすいかなと思います。 

 

（教育総務課長）福嶋委員からも見える化ということで，評価いただきましてありがと

うございました。今後見える化につきましても，積極的に取り入れて参りたいと考え

ております。 

 

（福嶋委員）市民の方が見たい，もっと見る機会を増やすようにするにはどうしたらよ

いか，ぜひ私たちも考えていきたいと思います。 

 

（下古谷委員）毎年立てる目標値について，一部目標値が下がっている部分があったの

ですが，何か理由があるのでしょうか。例えば１８ページでは，２８年度から２９年

度にかけて一旦下がって，また上がっていくようになっています。目標値が下がって

いるのは気になりますし，横ばいのものもありますので，目標値は上がっていくよう

にした方がよいと思います。 

 

（教育総務課長）下古谷委員が御指摘の１８ページについて，目標値が下がるのは通常

考えにくいと思いますので，再度精査した上で後日御報告させていただきます。 

 

（福嶋委員）目標値が横ばいのものが結構ありますが，横ばいにするにも努力がいるも

のなのでしょうか。 

 

（教育総務課長）個々に理由があるかと思います。ただ横ばいのままではというのは認

識させていただきました。今一度精査した上で，２次報告書の提出の際に検討，修正

等を行います。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，次の報告事項に移ります。報告事項

２番目の「平成２９年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について」をお願いし

ます。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の２番目「平成２９年度鈴鹿市教育研究

会研究委託校園の発表について」につきまして，説明申し上げます。報告事項１ペー

ジを御覧ください。平成２９年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表につきまして

は，６月３０日金曜日に国語科の発表を行う郡山小学校を皮切りに，１１月１０日に
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平田野中学校，１１月１４日に加佐登幼稚園，１１月２１日に清和小学校の発表がご

ざいます。委員の皆様には，郡山小学校の研究発表会につきましては，研究紀要をお

届けさせてただいているところですが，２学期以降の委託校・園につきましては，そ

れぞれの研究発表会の詳細な案内が届き次第，御案内をさせていただきます。なお，

この研究発表会につきましては，教職員の資質向上ということに重きを置き，全ての

発表校・園で公開授業後の事後検討会等が設定されており，教員の実践研修の交流の

場となるよう運営されております。このような趣旨から，学校からの来賓の御招待に

つきましては控えさせていただいておりますが，委員の皆様方にも，各小中学校・幼

稚園の取組を是非とも御覧いただきたいと考えておりますので，御多用とは存じます

が，御都合がつく場合には，その旨を事務局にお知らせいただければ，幸いでござい

ます。このことにつきましては，文教環境委員会の議員の皆様にも同様の御案内をさ

せていただいております。以上で報告とさせていただきます。 

 

（福嶋委員）昨年，参観に伺いまして，地区検討会にも参加させていただいて，先生方

がどういうところに不安感を持ってらっしゃるとか，どういうところが問題なのかと

いうのをディスカッションされるのを聞いてまいりました。私にとっても興味深く，

良い体験となりました。 

 

（教育指導課長）ありがとうございます。今年度もよろしければ，御参加いただき，御

意見いただければ今後の取組の参考になりますので，是非よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，次の報告事項に移ります。報告事項

３番目の「平成３０年成人式について」をお願いします。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは報告事項の３番目「平成３０年成人式」について，

説明申し上げます。資料の２ページを御覧ください。本年度，平成３０年の成人式で

ございますが，現在，新成人からなる実行委員会において詳細について協議中の段階

でございますが，日時，場所等の概要が決まりましたので，本日は途中経過報告とい

った形で報告させていただきます。日時は，国民の祝日，成人の日の前日になります，

平成３０年１月７日の日曜日，午後２時から３時までの１時間。場所は，昨年度と同

じく，鈴鹿市民会館において開催いたします。会場となる市民会館でございますが，

現在吊り天井耐震改修工事を行っており休館中でございますが，平成３０年成人式が

リニューアル後最初の行事となります。なお，今回，開催時刻に変更がございます。

昨年度までは午前１０時から開催をいたしておりましたが，午後２時の開催に変更さ

せていただきます。理由といたしまして，午前開催の場合，特に女性の方は，晴れ着

の着付けに早朝から準備をしていただいており，御家族の方を含め，大変な御負担を

おかけいたしておりました。成人式を終えられた親御さんからも，午後開催にならな

いか等の御意見をいただいておりましたことと，日曜日の午前は，戸籍住民課の日曜

窓口の開設時間と重なり，来庁者への配慮のためスタッフを配置しておりましたが，

午後であれば日曜窓口は終わっておりますので，日曜窓口対応のスタッフも別のとこ
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ろへ人手をまわせることになります。このようなことから，実行委員に開催時間につ

いて意向を確認しましたところ，特段午前でなければならない理由もないとのことで

したので，午後開催にさせていただくものでございます。近隣市におきましても，午

後に開催しており，午前開催は本市だけという状況でございました。また，運営方式

でございますが，平成１４年から，新成人による実行委員会形式をとっており，実行

委員会のアイディアを活かした開催内容としています。今回につきましても，実行委

員の公募を行ったところ，現在，男性３名，女性３名，合計６名の若者から応募があ

り，これまで既に２回実行委員会を開催し，活動をスタートさせたところでございま

す。今後，式典，イベント等の内容につきまして，実行委員会で検討してまいります

ので，詳細が決まりましたら，改めて報告申し上げます。なお，成人式の開催日時，

場所について，市民の方から，お問い合わせもいただいているところではございます

が，情報開示日としましては，７月５日の広報すずか，ホームページにより公表させ

ていただく予定でございます。以上でございます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）立候補された実行委員は，仲間で応募されているのでしょうか。それとも

ばらばらで応募されているのでしょうか。 

 

（文化振興課長）ばらばらでの応募や，友達同士で応募された方も見えます。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，考古博物館催しの報告事項４番目の

「企画展弥生時代の鈴鹿について」と，報告事項５番目の「夏休み子ども体験博物館

２０１７について」を一括して，お願いします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは報告事項の４番目の企画展「弥生時代の鈴鹿」と５

番目の「夏休み子ども体験博物館２０１７」につきまして，説明させていただきます。

まず企画展「弥生時代の鈴鹿」についてですが，３ページを御覧ください。企画展は，

「弥生時代の鈴鹿」をテーマに７月１５日土曜日から９月３日日曜日まで開催いたし

ます。鈴鹿市内には，１，３００を超える遺跡があります。これまでに鈴鹿市内で実

施した発掘調査では，弥生時代の遺跡が多く確認されており，上箕田遺跡の「人・矢・

鹿」が描かれた鈴鹿市指定文化財の土器や，須賀遺跡で出土した東海地区最大級の壺

など注目される遺物が多数発掘されています。今回の企画展は，市内各地区に所在す

る弥生時代の遺跡・遺物を紹介し，市内における弥生文化の概要を御覧いただくもの

です。開催期間中の７月１６日日曜日午後２時から，関連講演会といたしまして，「所

変われば品変わる～三重県内の弥生文化の地域性～」と題し，三重県埋蔵文化財セン

ター発掘技師の石井智大氏を講師に招き，講演会を開催いたします。また,９月２日

土曜日には，博物館入門講座「瓦を学ぶ」と題しまして，文化財課及び考古博物館学

芸員が説明を行います。続きまして，報告事項５番目，「夏休み子ども体験博物館２

０１７」につきまして，説明させていただきます。４ページを御覧ください。７月２
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１日金曜日から８月３１日木曜日までの夏休み期間に，小学生，中学生を対象に毎年

開催しております「夏休み子ども体験博物館」を今年度も開催いたします。定番の勾

玉・土笛作り，火起こし体験のほか，夏休み限定体験講座としまして，古墳の模型作

りや土鈴づくりなど１４講座を予定しております。夏休みの工作としても利用できる

こともあって，毎年好評いただいております。また, 磐城山遺跡発掘体験講座でござ

いますが，実際の遺跡で土器や石器などを発掘しようという企画で，本年も小中学生

を対象に，木田町の磐城山遺跡で実施いたします。なお，夏休み期間中は，毎日１０

０人を超える来館者が見込まれますので，考古博物館サポート会や国分町ボランティ

ア隊の皆さんに講座のお手伝いをしていただきながら実施する予定でございます。以

上で報告とさせていただきます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）三重県内では，松阪市の埋蔵文化財センターと鈴鹿市の考古博物館が，考

古の中では大きな施設もあり，学芸員の方もたくさんみえるということです。小中学

校対象の発掘体験は，鈴鹿市ならではのことであり，小中学生の頃から考古の世界に

興味を持つという，そういった種をたくさん蒔いていただけたらなと思います。 

 

（下古谷委員）夏休み子ども体験博物館ということで，私の子どもも利用させていただ

いており，本当にありがたく思っております。一点ひっかかったのが，勾玉作りに夏

休み限定で黒とピンクの勾玉というのがあります。何か特別なことがあるのでしょう

か。 

 

（文化財課長）通常，勾玉は白っぽいものが多いのですが，黒やピンクのものは入手す

る数が限定されており，こういった特殊な色は，特別なイベント等の際にお出しする

ようにしています。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，次の報告事項に移ります。報告事項

６番目の「鈴鹿市立図書館における夏休み期間中の行事について」をお願いします。 

 

（図書館）それでは，私からは報告事項の６番目「鈴鹿市立図書館における夏休み期間

中の行事」につきまして，説明申し上げます。５ページを御覧ください。図書館では，

夏休み期間中に「あつ～い夏でも図書館へ」と題して，各種イベントを開催する予定

です。一番目の「夏休み図書館探検クイズ」は，７月２２日土曜日から８月３１日木

曜日までの開館日に江島分館１階において，開催いたします。館内を探検して，図書

館や本に関するクイズの答えを見つけてもらいます。次の「夏休み子ども映画会」は，

７月２６日水曜日と７月２７日木曜日に本館２階の視聴覚室において，また，８月２

日水曜日は，江島分館２階ギャラリーにおいて，毎年，恒例のアニメーション映画の

上映会を行います。全日とも，上映内容が異なりますが，出入りが自由で，参加料・

申込みも不要なので，気軽に参加していただけるものです。続きまして，「夏休み手
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作り絵本教室」は，８月９日水曜日と８月１０日木曜日に本館２階の視聴覚室におい

て，毎年，恒例の絵本づくりを行います。本年度は，「いろんなかたちの絵本」と題し

てオリジナル絵本を作っていただきます。唯一，材料費が伴いますが，自分だけの絵

本が作製できるとあって毎年，人気のある教室です。次の「おりがみ教室」は，８月

２３日水曜日に江島分館２階ギャラリーにおいて，開催いたします。こちらは，初め

てのイベントですが，講師としてクレーンズ様の御協力を得ることができましたので，

複数のおりがみを組み合わせて，写真のような吊るし飾りをつくってもらいます。最

後に６ページの「三重県の木でブックエンドを作ろう」は，８月２３日水曜日，２４

日木曜日，３０日水曜日，３１日木曜日に本館２階の視聴覚室において，三重県の木

材を使ったオリジナルの木工本立てづくりを行います。この企画は，みえ森と緑の県

民税市町交付金事業の一環で実施するものですので，当日は，講師に森林の大切さや，

癒し効果なども説明していただき，夏休みの自由工作の一助にしたいと考えています。

市民への周知方法は，広報すずか７月５日号に掲載するほか，図書館内でのポスター

掲示やチラシ配布及び図書館ホームページに掲載いたします。なお，申込みが必要な

イベントについては，すべて往復はがきで受付をいたします。申込者が多数の場合は，

公正に抽選をした上で参加の可否を，返信はがきで通知するための対応です。以上で

報告とさせていただきます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）講師のクレーンズさんとは，どういった方なのでしょうか。 

 

（図書館長）御自身が吊るし飾りをお好きで作ってらっしゃる女性の方々で，特に講師

料も不要であり，是非お手伝いしてくださいということで講師をお願いしています。 

 

（福嶋委員）パンフレットを見ているだけでも綺麗で楽しそうですね。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，その他事項に移ります。 

 

（教育長）｢７月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（教育総務課長）平成２９年７月定例会でございますが，平成２９年７月１８日 火曜日

午後２時から教育委員会室において，開催したいと存じます。 

 

（教育長）ただ今の提案に，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので,７月教育委員会定例会を平成２９年７月１８日火曜

日午後２時から教育委員会室において開催することにいたします。 
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（教育長）以上をもちまして平成２９年６月教育委員会定例会を終了いたします。あり

がとうございました。 

 

 

 

 

６月教育委員会定例会終了 午後４時１８分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長 中道 公子 

 

委 員 下古谷 博司 


