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６月２６日、湘南教育会館において、３市１町の学務課 

長と夏季休業中の服務を中心に交渉及び情報交換を行いま  

した。 

夏季休暇、夏季職専免の日数については例年通りの確認がなされ、その他、自主研修の取り扱

い、福利厚生事業のバレーボール大会や教員免許更新講習の職専免について確認しました。 

また、産休育休等の代替者確保に向けた施策について意見交換を行うとともに、教職員の「働

き方改革」に関する事項として、勤務時間管理、学校閉庁日、部活動休養日、留守番電話の設置、

給食費公会計化、ストレスチェック、労働安全衛生委員会の設立について、今後の見通しや課題

の共有を行いました。 

どの市町も、代替者不足は課題となっており、中学校の免許を所持する教員を小学校高学年の

専科として任用する工夫をとっていることが大きな話題となりました。 

 

 

第 69次 湘南教育研究集会  

① 日 時      ８月 3 日（土） 

             午前の部    ９：３０ ～ １２：００ 

             午後の部  １３：３０ ～ １６：００ 

②場 所     寒川町立南小学校 

③参加体制   分会１０割（午前、午後のどちらかに参加） 

＊１日参加も可 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

夏の親子映画会「あした元気にな～れ！」 

平和教育のとりくみの一環として、湘南教育文化研究所主催で開催します。 

各分会に映画のチラシは配付しています。多くの子どもたちに参加してもらえ 

るよう、子どもたちにもお声がけをお願いします。 

・7月 2３日（火） 開場 13：30  開演 14：00 湘南台文化センター 

・7月 24日（水） 開場 13：30  開演 14：00 藤沢市民会館小ホール 

・7月 2７日（土） 開場 14：00  開演 14：30 寒川町民センターホール 

・7月 2９日（月） 開場 9：30  開演 10：00 茅ヶ崎市民文化会館小ホール 

◎教研レポート提出  

７月２6 日（金）１９：００までに、１０部印刷して書記局へ持ち込み。 

＊今回のレポートは、共同研究者・推進委員への提出用。 

＊教研当日には分会ごと必要部数を会場校へ持ち込み。 

「 話そう 悩もう 考えよう 

～本音で語る子どもの未来～」 

 



＜２０１９年 湘南教職員組合 女性部定期大会＞ 

６月１１日（火）藤沢市民会館小ホールにて、２０１９年女性部定期

大会が行われ、昨年度の活動経過、今年度の活動方針が承認されまし

た。 

代議員からは、女性部改革の今後の課題について、「執行委員を出し

ている分会から、母女の運営に関わるのは大変ではないのか？これか

らの女性部の活動の展望は？」という質問がありました。昨年度の女

性部役員は週２回の会議を行い、県や全国の会議や講演会などへの参

加を合わせると、年間１００日以上活動してきました。２０１９年度より、執行委員の女性部担当

４人が中心となって活動していきます。湘南教育会館主催の「母女」に関しては、「母女をすすめ

る会」の役員を執行部分会から２年間選出して、運営に関わることになります。この会は初年度に

５回、次年度に３回の参加になります。これらの女性部運動を継続していくためにも、各分会から

女性執行委員が選出されることが、今までよりも重要になってきます。引き続き、分会と連携しな

がら、運動をすすめていきたいと考えています。 

女性部の活動は、「女性の働く権利を整える活動」「保護者と連携して、子供の幸せを守る活動」

「男女平等社会の実現を目指す活動」の３つを大きな柱としています。これまで勝ちとってきた権

利を、行使することで守っていきましょう。権利については定期大会議案書の巻末をご確認くださ

い。 

 女性部は、「母と女性教職員の会（母女）」の活動を推進するために、「母女をすすめる会」の役

員として「母女」の運営に関わっています。このメンバーは、母親代表、退女教、教職員代表、事

務局で構成されています。 

６月２０日、「母女」の活動を広げるため、「各校担当母親打ち合わせ会」を行いました。退女教

役員からは「母女」の歴史や理念について話がありました。その後、『母親どうしで語り合おう』

と題して情報交換が活発に行われました。 

各校担当母親選出におきましては、ご協力をいただきありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

湘南教育会館主催 湘南地区「母と女性教職員の会」  

日 程：１２月１日(日)   寒川町民センターなど 

午前：全体会  講演会 講師：児玉 三智子さん 

（７歳のときに広島で被爆され、差別、偏見、心の痛みをかかえ

ながら、自らの体験を語る活動を続けてこられた方です。）  

     午後：分科会   

定年後の働き方について、一緒に考えてみませんか。 

日時・場所 ７月２３日（火）１８：００～ 湘南教育会館 ３階会議室 

対  象  定年後の働き方について関心のある方ならどなたでも 

内  容  定年後の任用やライフプランについての情報提供と情報交換 

※参加を希望される方は、既に配付済みのチラシをご参照ください。 

 



 

学生の頃、自治会の執行委員をしていた。大学の管理体制が強まっていった時期である。サー

クルの輪番制だった。積極的にやりたかったわけではないが、しょうがないのでやったまでであ

る。「就職の世話ぐらいしてやるから、おとなしくしてろよ」的な大学側の雰囲気にも違和感を

感じたし、自分たちの活動ぐらい自分たちでやりたい、そういう思いもあった。    

部室の集まる学生棟の管理、大学側への様々な交渉、クリーンキャンペーン、

勉強会、総会、球技大会などの企画。応援してくれる人はいっぱいいたが、無関

心の人もいっぱいいた。何も知らない人もいた。そんなことしたくないと、サー

クルを辞めていった人もいた。 

一番の争点は、「学園祭をオールナイトで行う」権利の継続であった。多くの

大学で強制的に閉門時間が決められていた。多くの責任を伴うが、学園祭ぐらい

自分たちの手で行いたかった。オールナイトにはそんな大きな意味はなかった。

朝まで酒を飲んでるだけだから。ただ、無意味に屈したくなかったから？自分た

ちで決めたかったから？自分たちの代で終わらせたくなかったから？自慢した

かったから？感謝されたかったから？よく分からないけど。なんか楽しかった。 

あれからずいぶん経つけど、今もなんか楽しい。 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

沖縄スタディツアー  申し込みスタート！！ 
 １１月２９日(金)の夜 ～ １２月１日(日)   

    羽田空港 20:０0 ごろ発     羽田空港 19:00 ごろ着  

参加費なんと・・ 
１４，０００円（団体行動の交通費、宿泊費、夕食・朝食代を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参議院選挙へ行こう！！ 
 第２５回参議院選挙が７月４日（木）公示、７月２１日（日）投開票で実施されます。 

期日前投票はすでに始まっており、最終投票日は２１日（日）です！ 

主権者である私たち一人ひとりが、責任ある投票行動をしましょう！！ 

法制委員会・学習会 

「教員と子どもたちが健やかに、教え育むために、 
今、できることを考える」 

教職員を取り巻く労働環境・労働法制の課題について、共に学び、考えてみませんか。 

日時・場所 ９月１３日（金） 16：00～17：30 湘南教育会館  

対  象  法制委員・希望者  

内  容  国・県・市町村の働き方改革の概要  教職員の労働環境改善に向けて   

講  師  工藤祥子さん 

２００７年に中学校教員だった夫（当時 40 歳）を過労死で亡くし、その後公務

災害認定に 5 年以上を費やした経験をもとに、過労死防止の観点から「教育の

働き方改革」にとりくまれています。 

 



 

日にち 予 定 開始時刻 場 所 対 象 

７月 2３日（火） 
夏期講座エイサーを踊ろう！！ ９：１５ 湘南台文化センター 申込者 

親子映画会（藤沢） １４：００ 湘南台文化センター 希望者 

７月 24日（水） 
親子映画会（藤沢） １４：００ 藤沢市民会館小ホール 希望者 

市民とともに平和を考える集会 １８：００ F プレイスホール 各分会１名 

７月 2５日（木） 

夏期講座ネイチャーゲーム ９：３０ 茅ヶ崎市立茅ヶ崎小学校 申込者 

原水禁平和行進（鎌倉） １３：３０ 鎌倉市役所 鎌倉各分会１割 

原水禁平和行進（藤沢） １５：１０ 神台公園 藤沢各分会１割 

原水禁平和行進（茅ヶ崎・寒川） １３：４０ 茅ヶ崎市総合体育館 
茅ヶ崎・寒川 

各分会１割 

７月２６日（金） 

夏期講座彫り進み版画に挑戦しよう！！ ９：３０ 茅ヶ崎市立梅田小学校 申込者 

夏期講座子どもが興味を持って自分事として

とらえる社会科の授業 
１３：１５ 茅ヶ崎市立梅田小学校 申込者 

７月 27日（土） 

福島の子どもたちを湘南に呼ぼう １０：００ 二宮町 申込者 

親子映画会（寒川） １４：３０ 寒川町民センター 希望者 

Let’s ボルダリング １５：３０ 茅ヶ崎駅前集合 希望者 

７月 28日（日） 教員採用試験対策講座 ９：３０ 湘南教育会館 申込者 

７月 2９日（月） 親子映画会（茅ヶ崎） １０：００ 茅ヶ崎市文化会館 希望者 

７月２９日・３０日 免許更新講習A ９：２０ 藤沢市立白浜養護学校 申込者 

７月３０日（火） 夏期講座キミコ方式で絵を描こう！！ ９：３０ 鎌倉市立大船小学校 申込者 

７月３１日（水） 夏期講座防災・学校が避難所になるとき １４：３０ 湘南Ｃ－Ｘオザワビル７Ｆ 申込者 

８月 ３日（土） 第６９次湘南教育研究集会 
９：３０ 

１３：３０ 
寒川町立南小学校 全組合員 

８月５・６・７日 免許更新講習A ９：２０ 長後公民館 申込者 

8月２１日（水） 
鎌倉バレーボール大会予選 １２：００ 各会場校  

茅ヶ崎寒川バレーボール大会予選 １３：２０ 各会場校  

８月２４日（土） 茅ヶ崎寒川バレーボール大会決勝 ９：３０ 寒川総合体育館  

８月２５日（日） 鎌倉バレーボール大会決勝 １２：００ 鎌倉市立大船中学校  

８月２８日（水） 藤沢バレーボール大会予選 １３：００ 各会場校  

８月３１日（土） 藤沢バレーボール大会決勝 ９：４０ 秋葉台文化体育館  

９月 １日（日） 連合クリーンキャンペーン ９：３０ 鵠沼海岸 指定分会１名 

第 1４回福島復興応援ツアー ９／1４（土）～1５（日） 
東日本大震災から 8 年が経過した被災地と復興の現状を知るため、福島県教組の方と一緒に

フィールドワークなどを行います。多くの方の参加をお待ちしております！ 

※詳細は、別紙資料をご参考ください。〆切 ８月７日（水） 

また、8 月 3 日の湘南教研では、各分科会会場にて義捐金のご協力をお願いしております。

復興応援ツアーで福島県教組を通して震災遺児基金として寄付してきます！ 
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