
     〓全国養護教諭連絡協議会〓    

全養連だより                      

                          

 

明けましておめでとうございます。新しい年を、穏やかにお迎えになられているところと思います。皆様の健

康と各研究会のますますのご発展を、心よりお祈り申し上げております。 

役員一同、今年も力を合わせ養護教諭の発展に向けて、頑張って参ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

2 月 24 日に開催いたします第 22 回研究協議会も、間近となりました。1 月 22 日には第 1 回実行委員会を行

い、スムーズな進行ができるよう打ち合わせをいたしました。各研究会のご協力により各地から多くの皆様にご参

加いただきますこと、心よりお礼申しあげます。 

尚、当日参加の先生方のお席も用意いたしました。是非、足を運んでいただきたいと思います。 

今回の第３号では、第２号（10月 25日発行）後の報告や連絡事項を掲載いたします。     

                    

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

役員会 日   時  内        容  

第5回  

11月20日 (土 ) 

10：30～17:00 

日本女子会館  会議室  

(1) 第2回理事会について 

(2) 第22回研究協議会について 

(3) 第20回研修会について 

(4) 各委員会・担当より （瑞星編集・調査研究・会報・HP） 

第６回  

12月10日 (土 )  

10:30～17:00 

日本女子会館   会議室 

(1) 第2回理事会について 

(2) 第22回研究協議会について  実行委員会について 

(3) 第20回研修会について 

(4) 各委員会・担当より （瑞星編集・調査研究・会報・HP） 

第７回  

１月21日 (土 ) 

10：30～17：00 

日本女子会館   会議室 

(1) 第22回研究協議会について  実行委員会について 

(2) 第20回研修会について (3) 第2回理事会について 

(4) 各委員会・担当より （瑞星編集・調査研究・会報・HP） 

1月22日 (日 )  10：30～17：00 

日本女子会館   会議室 

◇ 第22回研究協議会実行委員会  10:30～12:00 

◇ 第2回理事会              13:30～15:50 

◇ 役員会第7回役員会続き      15：50～17：00 

予定  

第８回  

 

2月23日 (木 ) 

10:30～17:00 

日本女子会館  会議室  

(1) 第22回研究協議会について 

(2) 第20回研修会について 

(3) 各委員会・担当より （瑞星編集・調査研究・会報・HP） 

◇ 第22回研究協議会   前日準備  

2月24日 (金 ) 第２２回研究協議会  メルパルク  （ 受付開始は９時３０分～  開会は１０時  ） 

《第 3 号》 
 

29.1.27 

＜第22回  研究協議会  実行委員会＞ 

１月22日 (日)10:30～12:00 
研究協議会は、1,000 人を上回る参加者をお迎え

するため、役員に加え関東近県より 14 名の先生方

の協力をいただき、実行委員会を組織しています。

また、当日は運営委員として 20 名の先生方、ボラン

ティアとして養成大学学生にも、ご協力をいただきま

す。実行委員会では、施設や受付等の業務の役割

分担を確認しました。皆様、どうぞよろしくお願いい

たします。 
 

 

 

 

役員会報告 
 

行事報告 
 

実行委員会 会長挨拶 

 



瑞星 10号を 

発行いたしました！ 
 

             申し込みをなさる方は、所定
の申込用紙を HPからダウンロ

ードしご記入の上、事務局に

FAXでご連絡ください。今回

は、第 10号という節目の記念号

として、創刊号から本号までの

表紙を掲載いたしました。各号

を振り返るためにも是非お買い

求めください。 

 

 

 

                        

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

10月31日 (月 ) 教育相談等に関する調査研究協力者会議 永山  

11月  1日 (火 ) 未成年者飲酒防止ポスター･スローガン・学校賞審査会 村井  

子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体連絡会  村井･堀田･米元 

11月  2日 (水 ) これからの養護教諭の在り方に関する検討会議  木嶋  

11/2･24・1/26 日本学校保健会会報 新春座談会・会報編集委員会  村井  

11月  4日 (金 ) 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程企画特別部会における意見発表  木嶋・村井  
11／5 12／11 

1月7日 (土 ) 
足育調査研究委員会  湯田  

11/7･1/16 心肺蘇生（AED）支援委員会  村井  

11月10日 (木 ) 児童虐待防止対策協議会  木嶋  

11月15日 (火 ) 子どもの虹情報研修センター運営委員会  木嶋  

11／16・17 全国学校歯科保健研究大会  木嶋  

11月30日 (水 ) 全国健康づくり推進学校表彰審査委員会 木嶋 

12月  5日 (月 ) 教育相談等に関する調査研究協力者会議 永山  

12月  6日 (火 ) これからの養護教諭・栄養教諭の在り方に関する検討会議 木嶋  

12月  7日 (水 ) 日本学校歯科医会広報委員会 湯田  

12月15日 (金 ) 薬物乱用防止広報啓発活動推進協力者会議 木嶋  

 

1月14日 (土 ) 
 

全国健康づくり推進学校表彰式 

木嶋･村井･岡

本･網･山下･安

藤･堀田･米元 

1月15日 (日 ) 平成28年度 基幹研究（障害種別）「発達障害等のある子どもの実態に応じた

指導内容・方法に関する実践的研究」に係る研究協議会 
安藤  

＜第2回  理事会＞ 

1月22日(日）13：30～15:50 

全養連の活動状況や関連団体との連携等が

報告された後、理事の先生方にお話をいただき

ました。本年度より実施された運動器検診の問

診票や成長曲線の積極的活用について各地区

の状況を情報提供していただきました。各地区

の課題として養護教諭の減少や年齢構成のアン

バランス等についての話題が出されていました。

理事の先生方ありがとうございました。 

１．平成 28 年度  全養連「養護教諭の職務に関する調査」 

2 月 10 日が入力可能最終日です。担当となられた先生方ご協力をよろしくお願いいたします。 

２．役員選出委員会  

平成 29・30 年度の役員を選出するために、役員選出委員会が要項に則り順調に進められています。第 2 回役

員選出委員会が 1 月 28 日に開催されます。6月の総会で、報告と提案があります。 
３．平成 29 年度  総会・学校保健連絡協議会は、 

6 月 17 日（土）浅草橋駅前のヒューリックカンファレンスにて開催されます。各研究会の代表の先生方 

は、日程の調整をお願いいたします。 

４．第 20 回研修会は、 

8 月 3 日(木)・4 日(金)・5 日(土)ヒューリックカンファレンスにて開催されます。今回も日々の執務に役 

立つ「今聞きたい！学びたい！」研修内容を集めました。日程を確保し是非ご参加ください。まもなく、

速報をホームページに掲載いたします。お見逃しなく。 

関係会議等への出席 
 


