すべての子どもと教職員の生命とひとみ輝く学校づくり
全教養護教員部では目の前の子どもたちの成長と発達を願い、多くの人と手をつないで支援すること
を大切にし、毎年、全国学習交流集会を開催しています。
今年は富山で開催します。記念講演は弁護士の長尾詩子さん、現地主催の自主講座には富山型デイサ
ービスこのゆびとーまれ理事長の惣万佳代子さんにおこしいただきます。分科会では全国各地の実践を
もとに、大いに学びあい、交流しましょう。みなさんの参加をお待ちしています。

と

２０１９年

き

７月２７日（土） ７月２８日（日）

〈全体集会・自主講座・分科会〉

富山国際会議場

〈夕食交流会・宿泊〉

富山第一ホテル

ところ
参加費

３５００円

（学生２０００円）

おもな日程

オープニング 12:30～
席上揮毫「躍動の書」
～書で伝える～

開会集会
記念講演

分 科 会

夕食交流会

移
動

分 科 会

自主講座

18:30-20:30

分科会担当者打合せ

13:00-15:15

休憩

７月２８日

昼食

9:00-12:00

16:00-17:00
移 動

受 付 12:00～

７月２７日

13:00-15:50

移 動

12:00-

15:30
16:00

閉会
集会

＊参加申し込みは
申し込みサイトより
期限を守って申し込んでください。

主催：全日本教職員組合（全教）養護教員部
〒102-0084 東京都千代田区二番町１２-１全国教育文化会館 3 階全教気付
℡ 03-5211-0123
現地実行委員会：富山県高等学校教職員組合
現地実行委員長：道海 直子

fax 03-5211-0124

℡ ０７６-４３２-４１２１

記念講演

子どもたちに安心した未来を
～今改めて憲法の意義を問う～
講師

長尾

詩子さん（東京南部法律事務所勤務 弁護士）

今年５月３日にも安倍首相は『2020 年には改正憲法を実施
したい』と言いました。安倍首相は、なぜ世界に誇れる憲法９
条を変えようとしているのでしょうか。日本で暮らす私たちの
生活は憲法によって守られています。この憲法を国会できちん
と審議もせずに数は力と多数決で決められてしまったとした
ら、安心して暮らせなくなります。
憲法は中学校の社会科で一通り勉強しましたが、深くは学ん
できていません。今こそ憲法の意義を問い、子どもたちに安心
した未来を残せるよう学んでいくことが大切なのではないでし
ょうか。
人権や生活を守る視点から、わたしたち大人に求められるこ
とをお話いただきます。憲法とは何か、今一度立ち止まって憲
法の意義を考え、保健室で子どもをみるときに大切にしなけれ
ばならないこと、子どもたちを守るために何が出来るのか、み
んなで学びあいましょう。

プロフィール
茨城県出身
土浦一高 中央大学法学部卒
2001 年 東京弁護士会登録(第５４期)
現在、東京南部法律事務所勤務
2001 年弁護士登録。東京南部法律事務所勤務。
ＪＡＬ整理解雇訴訟やＪＡＬ客室乗務員マタニティ
ーハラスメント訴訟など労働事件、一般民事事件
を手がけています。
2015 年 7 月に立ち上がった安保関連法に反対す
るママの会の事務局の１人です。明日の自由を
守る若手弁護士の会（あすわか）のメンバー。
家族は、夫と１２歳の息子です。

自主講座

富山型デイサービス
～人と人とが支え合うことの大切さ～
講師

惣万

佳代子さん

(富山型デイサービス

このゆびとーまれ 理事長)

1993 年（平成５年）に、富山赤十字病院を退職した看護師３人が立ち上げた「民営デイケアハ
ウスこのゆびとーまれ」がはじまりです。
デイ（day）は昼間、ケア（care）は世話、ハウス（house）は家。すなわち、日中に身の回りの
世話をしてくれる施設のことをいいます。
最近ではデイサービスという言葉の方が一般的です。施設と聞くと、お年寄りばかりがいる老人
ホームのような場所を思いうかべる方もいると思いますが「このゆびとーまれ」は子供もお年より
も障がいのある人も、
「誰でも必要なときに必要なだけ利用」でき、施設らしさが感じられないとこ
ろです。いろんな人がお互いに支え合い、地域の中で自分らしい暮らしを続けられるように、小規
模で暖かい｢普通の日常生活｣を大切にしています。全国に先駆けて実践してきたデイケアハウスの
お話を聞いてこれからのデイサービスについて考えていきましょう。

夕食交流会

恒例夕食交流会
きです。

各ブロック紹介やパフォーマンスがとっても楽しいひとと

みなさん、ぜひ参加してください！

分 科 会
情勢と仲間づくり

★養護教諭の仕事の変化や困難な状況について交流し、運動の方向を見いだしましょう。
共同研究者：吹上勇人さん
レポート① 道教組(宗谷)
②

和教組

（全教書記次長）
最北の養護教員部のとりくみ
～つながりとつぶやきを大切にして～
つたえたい つなげたい 養護教諭の『わ』

健康と生活の主体者を育てる健康教育
★子どもたちを健康と生活の主体者に育てるとりくみを、私たちの実践をとおして考えま
しょう。
共同研究者：数見隆生さん（宮城教育大学名誉教授）
レポート① 長野 高校 スマホ利用について生徒と一緒に考える
～スマホチェックシートを作成して～
レポート② 愛知 高校 高校における性教育を中心としたとりくみ

特別な教育的ニーズのある子どもたちの健康・発達保障
★さまざまなニーズのある子どもたちへの養護教諭のかかわり、支援のすすめ方を交流し
学びあいましょう。
共同研究者：杉山敏夫さん（元全教障害児教育部副部長）
レポート① 秋田 高校 なぜ？どうして？から学んだ発達障害のこと
レポート② 北海道 中学校 中学における特別な支援が必要な生徒への対応
～A さんとのかかわりから～

保健室から共同の学校づくりへ
★私たちの実践を、職場づくり・学校づくりの視点から分析し討論しましょう。
共同研究者：藤田和也さん（一橋大学名誉教授）
レポート① 大阪 小学校 保健室で出会った子どもたちから学んだこと
～連携の大切さ～
レポート② 京都 小学校 アナフィラキシーのある A 子へのかかわりが教えてくれたこと

障害のある子どもたちの健康・発達保障
★障害のある子どもたちの健康教育・健康診断や医療的ケアのあり方を交流しましょう。
共同研究者：河合隆平さん（首都大学東京准教授）
レポート① 神奈川 特別支援学校 神奈川の特別支援学校分教室と高等学校のインクル
ーシブ教育 ～養護教諭としてどうかかわるか～

会場案内
富山国際会議場
〈全体集会・自主講座・分科会〉

富山第一ホテル
〈夕食交流会・宿泊〉

富山市大手町 1－2
TEL

０７６－４２４－５９３１

富山市桜木町 10－10
TEL ０７６－４４２－４４１１

*ＪＲ富山駅より徒歩で約１５分
*ＪＲ富山駅より市内電車「セントラム」で約７分、国際会議場前下車
*富山空港より車で約１５分
*北陸自動車道富山インターより車で約１５分
*富山国際会議場 ⇒ 富山第一ホテルまで徒歩で約７分です

＊参加申し込みは、日本旅行富山の専用 Web サイトより申し込んでください。
＊参加費は、３，５００円（学生は２，０００円、講演会のみ参加の場合は５００円）です。
＊２０日前以降はキャンセル料がかかります。詳しくは募集要項をご覧ください。
＊申し込み締め切り ６月２８日（金）
期日厳守でお願いします

富山でお会いできるのを
楽しみにしています。

保健室からの発信

2019 年

夏の全国学習交流集会 in 富山

【参加・宿泊お申込みについて】
謹啓 皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、本年 7 月 27 日（土）～28 日（日）の間、上記の集会が富山県富山市で開催されますことを心よりお
祝い申し上げます。
皆様の参加・宿泊については、㈱日本旅行 TｉS 富山支店にて担当させていただくことになりました。
つきましては、下記の通りご案内させていただきますので、お早めにお申し込みくださいますようお願い申し
上げます。
謹白
株式会社日本旅行 TiS 富山支店
支店長 林 良孝

1. 集会参加について
■集会日程 2019 年 7 月 27 日（土）～28 日（日）
■集会会場 富山国際会議場 〒930-0084 富山県富山市大手町１−２
■夕食交流会会場 富山第一ホテル 〒930-0082 富山県富山市桜木町１０−１０
■集会会場までの所要時間
◎JR 富山駅よりお越しいただく場合
徒歩・・・城址大通りを南へ約 15 分
市内電車（セントラム）
・・・約 7 分「国際会議場前」下車
◎富山きときと空港よりお越しいただく場合
タクシー・・・約 20 分
バス（空港連絡バス）
・・・約 25 分「総曲輪（そうがわ）」下車 徒歩 2 分
◎お車（北陸自動車道）でお越しいただく場合
富山 IC より約 10 分、富山西 IC より約 20 分
（1）参加費について
日付
2 日間

内容
集会参加費

参加費（お一人様あたり）
＠3,500 円（学生は 2,000 円）
※分科会費用も含まれております。
※ご希望の分科会をお選びください。

7 月 27 日
（土） 講演会のみ、また

＠500 円

は自主講座のみ
7 月 27 日
（土）

夕食交流会出席

＠7,400 円※交流会のみ参加される方は参加費＠3,500 円は不要です。
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（2）昼食について
7 月 28 日（日）お茶付きお弁当 1,080 円（税込）
（3）保育について
お子様お一人につき、1 日 1,000 円（税込み、保険料込み）を当日徴収いたします。申込み時に名
前、年齢をご連絡ください。保険加入の都合上、締切日までにお申し込みください。

2. ご宿泊の取り扱いについて
■宿泊日：2019 年 7 月 27 日（土）
■宿泊施設：下記ホテルリストをご参照ください。すべて朝食付きです。
ご希望により、7 月 26 日(金)前泊、7 月 28 日（日）後泊も手配させていただきます。別途メール
（tistoyama_mice@nta.co.jp）でご依頼ください。
ホテル名

部屋ﾀｲﾌﾟ

お一人様あたり

会場まで

税・サービス料込

富山第一ホテル

シングル

10,800 円

徒歩 7 分

富山第一ホテル

ツイン

9,720 円

徒歩 7 分

ダイワロイネットホテル富山

シングル

9,180 円

徒歩 6 分

ダイワロイネットホテル富山

ツイン

8,640 円

徒歩 6 分

富山地鉄ホテル

シングル

8,800 円

徒歩 15 分

ホテルルートイン富山

シングル

7,350 円

徒歩 13 分

ホテルグランテラス富山

シングル

9,000 円

徒歩 13 分

3. お申込方法・お支払方法・領収書について
■お申し込み方法：専用 Web サイトからお申込みください。
下記の Web サイトより、参加登録をした後、必要事項を入力のうえ、宿泊・講演・分科会・昼食等の申込
み登録をお願いいたします。お申し込み完了後すぐに、登録いただいたメールアドレスへ、自動返信にて、
お申し込み内容・ご請求金額をご連絡いたします。
※2019 年 5 月 27 日（月）より、申込みを受け付けます。

申込サイト URL： https://va.apollon.nta.co.jp/natsugaku2019/
■お申込締切日：2019 年 6 月 28 日（金）まで
■登録情報変更締切日：2019 年 7 月 12 日（金）17 時まで
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■代金お支払い方法
(１) 予約確認書及び請求書・領収書につきましてもWebサイト上で表示が可能ですので、プリントアウトして
ご利用ください。領収書を分ける必要がある方はメール（tistoyama_mice@nta.co.jp）にてご依頼ください。
(２) お支払いは、以下の３つの方法より選択いただき、お手続きをお願いいたします。
◇クレジットカードオンライン決済
申込サイトの「お支払い」のページより、クレジットカードオンライン決済を選択し、お手続きをお願いいたし
ます。
◇コンビニ決済
「お支払い」のページより、ご利用になるコンビニエンスストアを選択し、お手続きをお願いいたします。ご請
求金額によって、所定の決済手数料がかかりますので、ご了承くださいませ。
◇銀行振込
「お支払い」のページより、銀行振込を選択いただくと、メールにて、振込先をご連絡致しますので、お手続き
をお願いいたします。お振込手数料はお客様にてご負担いただきますようお願い申し上げます。
■代金ご入金期限：2019 年 7 月 16 日（火）まで

4. お申し込み後の変更・取り消しについて
(１)登録情報変更締切日以前は、Webサイト上で変更操作をお願い致します。
(２)登録情報変更締切日以降の変更につきましてはメール（tistoyama_mice@nta.co.jp）にてご連絡ください。
(３)お客様の都合による取消しに関しては、下記のとおり取消料を申し受けますので、予めご了承ください。
●集会参加・宿泊代金
集会開始日の前日より起算しさかのぼって 20 日目～8 日目までの取り消し

代

金

の

20％
集会開始日の前日より起算しさかのぼって 7 日目～前々日までの取り消し

代

金

の

30％
集会開始日の前日の取り消し

代

金

の

40％
集会開始日の当日の取り消し

代

金

の

50％
集会開始後および無連絡不参加

代

金

の

100％

●2019 年 7 月 28 日（日）のお弁当
前日 12：00 までの取り消し

無料

前日 12：00 以降

全額

取消料は宿泊日ごとに対象となりますのでご注意ください。
また事故防止のため、電話による変更・取消はお受け出来ませんのでご了承ください。ただし、ご出発後の連絡
はお電話にて承ります。なお、取消後の返金は、集会終了後に精算いたします。（返金の際は、上記取消料金お
よび振込手数料を差し引いた金額を振込させていただきます）
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5. 個人情報の取り扱いについて
株式会社日本旅行TiS富山支店は申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや、
宿泊・弁当業者の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内において当該機関等に提出い
たします。上記以外の目的で本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。
その他、当社の個人情報の取扱いにつきましては、当社のホームページをご参照ください。
https://www.nta.co.jp/security.htm
お申し込み・変更・キャンセル等のお問い合わせ先
JR 西日本グループ
株式会社 日本旅行 TiS 富山支店
担当：花岡、庄司
〒930-0001
富山県富山市明輪町 1 番 230 号
クラルテ 1 階(JR 富山駅構内)
Tel：076-433-1184(代)／Fax：076-433-5250
E-mail：tistoyama_mice @nta.co.jp
営業時間：10:00-18:00 休業日：土日祝日・年末年始
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