
平成 25 年度 岩手県ことばを育む親の会 活動の様子 

「岩手県ことばを育む親の会５０周年記念大会 第１回準備会」 
  開催される 

 

 去る、3 月 29 日、標記準備会が開かれました。 
 菊池、若松顧問、坂本、津川、⾼屋敷の各参与をはじめ、役員、事務局員出席のもと桜城⼩学校において、
開かれました。 
 記念⼤会は、平成 27 年 6 月 13 日（土）午後 1 時 30 分から、岩⼿県⺠会館中ホールにおいて開催される
ことに決定しました。 
 開会⾏事（記念表彰など）に続き、学習会と記念講演会の 3 部構成になります。 
 終了後は、祝賀会（サンセール盛岡）も予定いたしております。 
 なお、午前中には、⼤会準備と並⾏して通常の総会も開催する予定です。 

  

 

葛巻小学校きこえとことばの教室開級 30 周年記念式典開催  

 

 2 月 22 日(土) 葛巻町グリーンテージにおいて教室開設 30 周年式典並びに祝賀会が開催されました。 
 本会からは、佐々⽊会⻑代理で菊池顧問が出席し祝辞を述べました。 
 鈴⽊重雄葛巻町⻑、中崎和久議⻑、中⽥直雅教育⻑はじめ町内の全⼩・中学校の校⻑先⽣など多数の来
賓並びに旧担任、⽗⺟の⽅々など５０名を超える参加者でした。 
 中⽥教育⻑さんからは、現在⼆つの学校の巡回指導を⾏っていることが紹介され、葛巻町の先進的取り組みが
話題になりました。 
 祝賀会では、初代の担任門脇次郎先⽣が開級当初の思い出を話され、また親の会の役員有志による呼びかけ
と合唱が披露されるなど和気あいあいの楽しい時間が流れました。 

           

 

 



 楽しく過ごした「すっぴんの会」 ～また来年も会おうね～ 

 

 恒例の「すっぴんの会（吃⾳のある⼦どもと保護者の交流会）」は、１月２５日（土）に⾏われました。今回
は、遠くは久慈や⾼⽥という県内各地から、⼦ども２６⼈、⼤⼈２２⼈、先⽣１３⼈という⼤勢の参加の中で⾏
われました。天候に恵まれたこともあり、参加予定の⽅、全員に参加していただくことができました。 
 初めて参加する⼦はちょっと緊張気味でしたが、段々うちとけて仲良く遊んだり、⼀緒に餅を⾷べたりする様⼦が⾒
えました。また、何年か続けて参加している⼦は慣れた感じで、餅つきの⼿際が良かったり、話し合いで⾃分の考え
をどんどん話したりしていました。親御さんも、⼦ども達の様⼦を⾒て安⼼したり、他の親とゆっくり話したり･･･と有意
義な時間を過ごしていました。今回はことばの教室の終了⽣や親御さんにも参加してもらい、ご⾃分の体験をもとに
いろいろ相談にのっていただきました。 
 参加した⽅からは、「餅が美味しかった」、「また来年も参加したい」という感想を聞くことができました。今回の出会
いで、⼦どもも親も⾃分の⼼にたくさんの勇気の充電ができたようでした。 

 

 平成２５年度東北ブロック親の会代表者会議 

  平成 25 年 11 月 9 日(土)〜10 日(日) ⼭形市ホテルニュー最上屋において、東北ブロック顧問の菊池先⽣
をはじめ、⻘森県１名・宮城県２名・福島県１名・⼭形県２名・岩⼿県３名の各県の代表者が出席のもと開催
されました。 
 ⼀日目は、佐々⽊ブロック⻑から全国の様⼦について、理事会議事録を元に報告がありました。その後、各県か
ら現状と課題を出し合い、秋⽥・宮城・福島県についてディスカッションをしました。 
 ⼆日目は、前日話題になった事へのアドバイスを菊池顧問からいただきました。 
今後の活⼒源となる事と思います。 
 平成 26 年度の補助事業、開催地、担当理事について協議しました。また、会⻑達で助⾔し合えるよう繋がりを
もつためにも、隣県でタッグを組んで連携を密にする事を確認しあいました。 
来年度の開催は岩⼿県で 11 月第⼆週の時期に開催としました。 
 ※今年度の会場、ホテルニュー最上屋さんは⼭形県武⽥会⻑さんが経営しているホテルを利⽤させていただきま
した。ご配慮いただきありがとうございました。 

 

        

 

 平成２５年度リーダー研修会開催 

  ９月７日（土）サンセール盛岡において，岩⼿県難聴⾔語障がい教育研究会会⻑陳ケ岡安雄様，岩⼿の
ことばを語る会会⻑・当親の会顧問菊池義勝様ご臨席のもと，各⽀部役員・担当者，本部役員合わせて 66⼈
が出席して開催されました。 
 全体の学習会では，岩⼿のことばを語る会会⻑・当親の会顧問の菊池義勝先⽣による「全市町村に教室設置
までのあゆみ〜はじめの１０年・これからの１０年を考える〜」と題し，講演をいただきました。 
 講演に引き続き，教室担当者，親の会役員，それぞれグループに分かれ，親の会の悲願であった全市町村に
「ことばの教室」開設という⼀つの目標が達成した後，これからの親の会活動はどうあるべきかを話し合い，さらに研
修を深めました。                    ※分科会の内容については「親の会だより」にて報告いたします。 



         

分科会：親の部    分科会：担当者の部  

 

 岩手県内全市町村ことばの教室開設祝賀会 

                         期 日：9 月 7 日（土） 
                         場 所：サンセール盛岡 
 本親の会は，昭和４０年７月の結成以来，ことばのニーズのある⼦
どものために「全市町村にことばの教室開設を」の願いをもって運動を進
めてまいりました。今年度，⽥野畑村⽴⽥野畑⼩学校ことばの教室の
開設により，岩⼿県内３３市町村の全てに「ことばの教室」が開設さ
れ，私たちの会結成以来４８年目にして悲願が達成され，県下全市
町村にことばの教室開設を祝う会を⾏いました。 
 岩⼿県教育委員会事務局学校教育室首席指導主事兼特別⽀援
教育課⻑佐々⽊政義様，⽥野畑村教育委員会教育⻑⽯岡三郎
様，盛岡市教育委員会教育委員吉丸蓉⼦様，盛岡市教育委員会
学校教育課指導主事五安城正敏様，岩⼿県難聴⾔語障がい教育
研究会会⻑陳ケ岡安雄様，岩⼿のことばを語る会会⻑・親の会顧問
菊池義勝様，岩⼿のことばを語る会副会⻑・親の会顧問若松三郎
様，これまでの親の会事務局担当の先⽣⽅・親の会役員の皆様⽅，
現教室担当者様，現親の会役員の皆様，総勢 48 名の⽅々のご参
会により開催されました。 
 ２時間という短時間ではありましたが，当時，お世話になった懐かし
い先⽣⽅，親御さんとの再会に時間を忘れ，お互い喜び，語り合いま
した。 
 この日を迎えるに当たり，これまでご⽀援ご尽⼒いただきました諸先輩の先⽣⽅，諸先輩の親の会の皆様⽅を
はじめ，関係各位の皆様の賜物と重ねてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 



      

 

 NPO 法人全国ことばを育む会創立 50 周年記念「千葉大会」  

期日：８月２４日（土）～２５日（日） 

                       場所：千葉市京葉銀行文化プラザ 

 
 本会顧問の菊池義勝先⽣が，全国⾔語障害児をもつ親の会，全国のことばを育む親の会の育成指導に関わ
り，また NPO 法⼈全国ことばを育む会監事として会の運営を軌道に乗せるために尽⼒した功績を讃え，表彰され
ました。  
 
 記念講演は「こどものʻ脳ʼは肌にある」と題して桜美林⼤学准教授 ⼭口創先⽣の皮膚と脳の関係を聴きました。
スキンシップの重要性を学ぶとても新鮮な話題でした。 
 ⼆日目には以下の３つの分科会が⾏われました。 
① ⾃⽴をめざして「進学，就職の節目の克服，⾃⼰肯定感を保つために」 
② 親が出来ること「幼児期の養育，親の悩みや不安の解決について」 
③ ⽀援を求めて「⾏政とのより良い関係を作るには，社会への理解と活動の進め⽅」 
それぞれの分科会では，切実な体験発表から真剣な協議が⾏われました。 
 

 

岩手県親の会初代会長の落合婦人と娘さんも出席してくださいました。 

 

 

 

 第３０回幼児期の言語教育研修講座 終了  

  

 ８月３１日(土)に岩⼿県⺠情報交流センター(アイ－ナ)で開催しました。 
講座には，県内各地の幼稚園，保育園・所，発達センター，幼児ことばの教室，健康福祉課等⽅々，８１
名の参加がありました。 
 午前中は，盛岡市⽴太⽥幼稚園園⻑ 佐々⽊恵理⼦先⽣から「幼稚園・保育所で⽀援が必要な⼦どもへの
かかわり⽅」について，全体講演をいただきました。現場での経験談や環境構成の写真をもとにしながら，具体的
な関わり⽅についてお話いただき，とても参考になったとの感想がたくさん寄せられました。 
 午後は，全体講座「幼児期のことばの発達」について，岩⼿県⽴総合教育センター研修指導主事 梅野展和
先⽣から，ことばの発達の道筋を教えていただき，その後３つの分科会に分かれて，それぞれに研修を深めること



ができました。 
 どの講座も，部屋いっぱいの⼈数の中，時間を過ぎても講師の先⽣に質問する姿が⾒られるなど，参加された
先⽣⽅の学ぶ意欲の⾼さを知ることができました。 
 第３０回目となる本講座は，運営スタッフを加え，総勢１００名による記念すべき講座となりました。これから
も，⼦どもたちの可能性を伸ばすためのニーズは続くものと確信いたします。来年度は，８月２３日(土)に同じ会
場での開催です。 

      

全体講演の様子             全体の様子           分科会の様子 

 

 岩手県教育委員会へ要望書提出 

 

 ８月２７日(火)要望書提出のため，佐々⽊会⻑，林副会⻑，主濱事務局⻑が訪問しました。 
県教委：教育⻑菅野洋樹⽒・教育次⻑兼学校教育室⻑作⼭雅宏⽒・教職員課首席経営指導主事兼⼩中
学校⼈事課⻑⼩菅正晴⽒・学校教育室首席指導主事兼特別⽀援教育課⻑佐々⽊政義⽒・学校教育室特
別⽀援教育担当主任指導主事清⽔利幸⽒・学校教育室特別⽀援主任指導主事川村憲弘⽒が対応してくだ
さいました。   
 要望内容については 
１， 現在設置の「きこえ・ことばの教室」存続と維持。  
２， 被災地区の教室の環境改善について。（市町村教育委員会への指導，協⼒を） 
３， 指導教諭の配置-専門的知識と指導⼒のある先⽣の配置を望む。 
４， 先⽣⽅の研修機会の拡⼤を望む。 
という４点の他に，「聴覚に障がいをもつ⼦どもが，進学先中学校で継続して教育が受けられるよう，「きこえの教
室」設置」と，「幼児教育への対応」についても協⼒をお願いしました。 

 

 岩手県保健福祉部障がい保健福祉課訪問 

 ８月２７日(火) に前担当の特命課⻑千⽥貴浩⽒，現担当の主査佐々⽊千津⼦⽒とお会いし，補聴器購
⼊の助成事業の御礼と事業の推進状況をお聞きしました。今後も，昨年に引き続き各市町村に働きかけをお願い
すること等を確認しあいました。 

 

 

 

 

 

 



 岩手県ことばを育む親の会親子合宿研修会 
   ～サマーキャンプ in もりおか～ 

 

 平成 25 年７月 27 日～28 日の 2 日間に渡り，盛岡市都南つどいの森

において岩手県ことばを育む親の会親子合宿研修会「サマーキャンプ in
もりおか」が行われました。当日は悪天候にもかかわらず，県下各地区

から 171 名（スタッフ含み）の方々が参加しました。 

 初日，親子体験学習として森の探索をしました。大雨の中元気に学習

し，大変だった分，心に刻み込まれた様子でした。その後，子どもだけ

の活動では，親と離れて最初は不安そうだった子どもも，ゲームを通し

てお互いに交流を深めることができました。活動が終わるころに見せて

くれた自信に満ちた笑顔が印象的でした。 

 分科会（はつおん・きつおん・きこえ・はったつ）では，それぞれの

テーマで大変活発な意見交換が行われ，２時間という限られた時間の中，

悩み相談や経験したからこそ分かる体験談などが話し合われました。そ

の後の懇親会でも，分科会が続いているような相談や質問が交わされ，

各テーブルでかなりの盛り上がりを見せていました。 

 
 ２日目，子どもたちが木工体験をしている間に行われた講演会では，「子育てを通じて学んだこと」

と題し，元岩手県 PTA 連合会会長の小野寺明美氏よりお話いただきました。ご自身の様々な体験を

もとにお話しいただいたので，心に響き渡るとても感銘する講話となりました。参加者のほとんどの

方が涙しており，我が子と重ね合わせ，子育ての真髄に触れると共に，直接心に語りかけられたよう

な大変共感できるお話でした。 

 参加者全員が喜び，必ずまた参加したいとの声が上がるほど大成功とな

り，次期開催地である花巻に向け大きな励みとなる大会でした。 

 

 

岩手県ことばを育む親の会 平成 25 年度総会開催  

 

 
 去る，6月15日 盛岡市アイーナを会場
に，各⽀部役員等 70 名が参加して開か
れました。 
 ⽥野畑村ことばの教室開級で全市町村
にことばの教室が設置されたことの会⻑から
の報告に続いて，岩⼿県難聴⾔語障がい
教育研究会会⻑陳ケ岡桜城⼩学校⻑先
⽣からも，お祝いのことばを頂戴いたしまし
た。 
 講演は，菊池義勝岩⼿のことばを語る会
会⻑さんによる，『全市町村にことばが設置
されるまでの歩み』でした。 

   

   

 

 

 

 

 



 平成 24 年度の経過報告・事業活動報告，会計決算報告・会計監査報告をしました。全て承認されました。 

 平成 25 年度の活動方針・事業計画案，予算が提案をし，原案通り可決されました。 

今年度は役員改選の期であり，役員選考委員の協議により，その後選考委員長から選考委員案が出され，

承認されました。また，今後の県親の会大会・親子合宿研の開催地の 28 年度以降 31 年度まで承認されま

した。 

＜平成２５年度の主な事業＞ 

  ＊ サマーキャンプ in もりおか  7/27～28 都南つどいの森 

  ＊ 第 30 回幼児期の言語教育研修講座  8/31  アイーナ 

  ＊ リーダー研修会  9/7 サンセール盛岡 

  ＊ すっぴんの会  1/25 予定 

＜今後の県大会・親子合宿研修会 開催地＞ 
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 講話  「本県親の会活動の 50 年をふりかえる 

       － 全市町村にことばの教室が設置されるまでのあゆみ － 」  

 講師：岩手のことばを語る会 会長・岩手県ことばを育む親の会 顧問 

     菊 池  義 勝 先生 

 

 昭和 42 年に釜石市大渡小学校「ことばの教室」開設から，平成 25 年度最後となる田野畑村田野畑

小学校「ことばの教室」開設まで，また，昭和 43 年には親の会を結成，現在に至るまで，県内初の

「ことばの教室」の初代担任をなされ，これまで親の会活動へ多大なるご尽力を頂いております。 

今回は 50 年間の歩みの内の 10 年位までの基盤作りを元に，親の会の初代会長婦人の手記，教室設置，

また親の会が結成されるまでの経緯等お話していただきました。 

 親の会は誰のためのあるのか，リーダーはどうあればいいのか，子どもの幸せを考えるなら子ども

を育てる事によって，生業としている人達は何を考え，子どもをどう育て育んでいったら良いのか。

それが私たちの責務でもあり，先生と親が手を取り合い，子ども達のためによりよい環境をつくる事。

等々沢山の事を学びました。50 周年に向けて，今後どうあるべきか改めて考えていかなければならな

いと痛感しました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    第３次被災地支援の報告第３次被災地支援の報告第３次被災地支援の報告第３次被災地支援の報告    
        ～大槌小，大槌町幼児ことばの教室支援～～大槌小，大槌町幼児ことばの教室支援～～大槌小，大槌町幼児ことばの教室支援～～大槌小，大槌町幼児ことばの教室支援～ 

 ５月１日，会長が各教室を訪問して，ビデオカメラ，遊具，検査用具などを贈呈いたしました。 

            

 

    大船渡市立越喜来小学校からお礼状が届きました。大船渡市立越喜来小学校からお礼状が届きました。大船渡市立越喜来小学校からお礼状が届きました。大船渡市立越喜来小学校からお礼状が届きました。 

    

 

 

 

 



    田野畑小学校田野畑小学校田野畑小学校田野畑小学校    「ことばの教室」「ことばの教室」「ことばの教室」「ことばの教室」    開級式開級式開級式開級式    

        平成平成平成平成 25252525 年年年年 5555 月月月月 1111 日日日日    「田野畑村立田野畑小学校・ことばの教室」開級式！「田野畑村立田野畑小学校・ことばの教室」開級式！「田野畑村立田野畑小学校・ことばの教室」開級式！「田野畑村立田野畑小学校・ことばの教室」開級式！ 

 
 本会が昭和 40 年 7 月 25 日に結成以来の悲願が達成されます。 
 本，岩手県ことばを育む親の会が「県下全市町村にことばの教室を！」の願いで発足して 48
年。 
岩手県の全市町村，もれなく「ことばの教室」が設置されます。 子どもたちと父母と関係者ととも
に喜び合いたいと思います。 

 

 開級式は，５月１日行われました。通級児童１２名，担任は藤村隆先生です。 
 開級式は，藤村隆先生の通級児童（１２名）の紹介に続いて，大芦校長先生の挨拶そして，来
賓の石岡田野畑村教育長さん，菊池岩手のことばを語る会会長さん，そして，佐々木岩手県こ
とばを育む会会長の挨拶がありました。 
 その後，父母会が開かれ，岡﨑副会長，主濱事務局長との懇談があって，親の会を結成しま
した。  

         

                

          大芦校長先生挨拶大芦校長先生挨拶大芦校長先生挨拶大芦校長先生挨拶                                                父母会・親の会結成父母会・親の会結成父母会・親の会結成父母会・親の会結成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第第第第 3333 次次次次    被災地教室支援に行きました被災地教室支援に行きました被災地教室支援に行きました被災地教室支援に行きました     

    ＊＊＊＊高田高田市，大船渡市へ高田高田市，大船渡市へ高田高田市，大船渡市へ高田高田市，大船渡市へ 

 

    平成平成平成平成 2222５年度，最初の支援品を教室へお届けしました。５年度，最初の支援品を教室へお届けしました。５年度，最初の支援品を教室へお届けしました。５年度，最初の支援品を教室へお届けしました。    

    今回は，４月今回は，４月今回は，４月今回は，４月 22222222 日，岩手県難言研の理事会終了後に，桜城小学校において，大船渡市立越喜来小日，岩手県難言研の理事会終了後に，桜城小学校において，大船渡市立越喜来小日，岩手県難言研の理事会終了後に，桜城小学校において，大船渡市立越喜来小日，岩手県難言研の理事会終了後に，桜城小学校において，大船渡市立越喜来小

学校長野先生，大槌小学校関谷先生，同幼児教先生それに陸前高田市の震災対応訪問指導を実施して学校長野先生，大槌小学校関谷先生，同幼児教先生それに陸前高田市の震災対応訪問指導を実施して学校長野先生，大槌小学校関谷先生，同幼児教先生それに陸前高田市の震災対応訪問指導を実施して学校長野先生，大槌小学校関谷先生，同幼児教先生それに陸前高田市の震災対応訪問指導を実施して

いる，気仙小学校伊藤先生，高田小学校佐藤先生から，直接支援品のご要望をお聞きして，遊具や検いる，気仙小学校伊藤先生，高田小学校佐藤先生から，直接支援品のご要望をお聞きして，遊具や検いる，気仙小学校伊藤先生，高田小学校佐藤先生から，直接支援品のご要望をお聞きして，遊具や検いる，気仙小学校伊藤先生，高田小学校佐藤先生から，直接支援品のご要望をお聞きして，遊具や検

査用品，教室備品など揃えて，査用品，教室備品など揃えて，査用品，教室備品など揃えて，査用品，教室備品など揃えて，26262626 日にお届けいたしました。日にお届けいたしました。日にお届けいたしました。日にお届けいたしました。    

    各学校共に，校長先生立ち合いの下にお渡しいたしました。「さっそく連休明けの指導から使わせ各学校共に，校長先生立ち合いの下にお渡しいたしました。「さっそく連休明けの指導から使わせ各学校共に，校長先生立ち合いの下にお渡しいたしました。「さっそく連休明けの指導から使わせ各学校共に，校長先生立ち合いの下にお渡しいたしました。「さっそく連休明けの指導から使わせ

ていただきます。大変ありがたい。子どもたちも喜ぶでしょう」とのおことばをいただきました。ていただきます。大変ありがたい。子どもたちも喜ぶでしょう」とのおことばをいただきました。ていただきます。大変ありがたい。子どもたちも喜ぶでしょう」とのおことばをいただきました。ていただきます。大変ありがたい。子どもたちも喜ぶでしょう」とのおことばをいただきました。    

    豪雨，雷，突風そして快晴と目まぐるしい天候の一日でしたが，全国の支援，岩手の会員の皆様そ豪雨，雷，突風そして快晴と目まぐるしい天候の一日でしたが，全国の支援，岩手の会員の皆様そ豪雨，雷，突風そして快晴と目まぐるしい天候の一日でしたが，全国の支援，岩手の会員の皆様そ豪雨，雷，突風そして快晴と目まぐるしい天候の一日でしたが，全国の支援，岩手の会員の皆様そ

して，遠くイタリアなどからの支援に応えることができ，なによりでした。して，遠くイタリアなどからの支援に応えることができ，なによりでした。して，遠くイタリアなどからの支援に応えることができ，なによりでした。して，遠くイタリアなどからの支援に応えることができ，なによりでした。 

                        

                            気仙小学校気仙小学校気仙小学校気仙小学校                                        越喜来小学校越喜来小学校越喜来小学校越喜来小学校                                        高田小学校高田小学校高田小学校高田小学校    

                

        越喜来小学校越喜来小学校越喜来小学校越喜来小学校        校庭に仮設のことばの教室（コンテナ教室）教室内・壁には通級児童の写真と決意！校庭に仮設のことばの教室（コンテナ教室）教室内・壁には通級児童の写真と決意！校庭に仮設のことばの教室（コンテナ教室）教室内・壁には通級児童の写真と決意！校庭に仮設のことばの教室（コンテナ教室）教室内・壁には通級児童の写真と決意！    

    

        支支支支    援援援援    品品品品    

     

    検査用品（ことばのテスト絵本，ＰＶＴ－Ｒ語彙検査，構音訓練ドリルブックなど），遊具（輪投げ，オセロゲー検査用品（ことばのテスト絵本，ＰＶＴ－Ｒ語彙検査，構音訓練ドリルブックなど），遊具（輪投げ，オセロゲー検査用品（ことばのテスト絵本，ＰＶＴ－Ｒ語彙検査，構音訓練ドリルブックなど），遊具（輪投げ，オセロゲー検査用品（ことばのテスト絵本，ＰＶＴ－Ｒ語彙検査，構音訓練ドリルブックなど），遊具（輪投げ，オセロゲー

ム），指導記録・訓練用品（ＩＣレコーダー，メモリームービー，プリンターなど）ム），指導記録・訓練用品（ＩＣレコーダー，メモリームービー，プリンターなど）ム），指導記録・訓練用品（ＩＣレコーダー，メモリームービー，プリンターなど）ム），指導記録・訓練用品（ＩＣレコーダー，メモリームービー，プリンターなど）    

    お届けには，佐々木会長，菊池顧問が行って参りました。お届けには，佐々木会長，菊池顧問が行って参りました。お届けには，佐々木会長，菊池顧問が行って参りました。お届けには，佐々木会長，菊池顧問が行って参りました。    

    5555 月月月月 1111 日は，大槌小学校及び大槌幼児ことばの教室に，ピンポン吹き等をお届けします日は，大槌小学校及び大槌幼児ことばの教室に，ピンポン吹き等をお届けします日は，大槌小学校及び大槌幼児ことばの教室に，ピンポン吹き等をお届けします日は，大槌小学校及び大槌幼児ことばの教室に，ピンポン吹き等をお届けします。。。。 

 



    役員会開催・役員会開催・役員会開催・役員会開催・25252525 年度予定年度予定年度予定年度予定  

    ＊＊＊＊去る，３月去る，３月去る，３月去る，３月 31313131 日（土）今年度の総括をいたしました。日（土）今年度の総括をいたしました。日（土）今年度の総括をいたしました。日（土）今年度の総括をいたしました。 

平成 24 年度は，事務局体制を改善し，事務局長一人に負担が掛かっていた従来のシステムをかえ

て，副会長，参与の方々も事務局の仕事を…各種事業の企画・推進をしていくことでしたので，その

ことも踏まえて年度の総括をしました。 

 25 年度は，各種事業の精選を行う方向を確認しました。また，25 年度も事務局長の仕事をできる

だけ軽減することを目指します。 

 

 ＊平成 25 年度の主な事業 
 ・平成 25 年度 総会  6 月 15 日（土曜日）盛岡市盛岡駅西口「アイーナ」 

 ・サマーキャンプｉｎ盛岡  

      7 月 27(土)～28 日（日）（又は，20～21 日）会場「都南集いの森」 

 ・幼児期の言語研修会 8 月 31 日（土）会場「盛岡駅西口・アイーナ」 

 ・すっぴんの会    1 月 25 日(土曜日) 会場 未定 

 ＊全国関係 研修会・総会等 

 ・全国ことばを育む会研修会・総会 6 月 8 日～9日 東京都・芝大門 

 ・全国ことばを育む会 50 年記念千葉大会 8 月 24 日～25 日 千葉市 

 ・全国難聴児親の会代表者会 3 月  

 ＊県関係の諸予定 
 ・役員会  ／5 月 11 日 ／8 月   ／3 月 

 ・25 年度リーダー研修会 9 月 7 日（土）  サンセール盛岡 

 ・会報発行 ／6月Ｎｏ83 号／10 月Ｎｏ84 号／（2月Ｎｏ85 号） 

 ・県教育委員会訪問など 6 月 1 月 

 

 

 


