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岩手県学校保健会

養護教諭部会事務局発行

様におかれましては益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。

0 日の定期代議員総会を経てスタートいたしました。今年度も皆様のご協力をよろしくお願いいたし

【平成２８年度 養護教諭部会役員（敬称略）】

氏名 所属 役職名 氏名 所属

村 純子 岩手町立一方井中学校 監事 中下 玲子 県立紫波総合高等学校

田 亜希子 県立盛岡視覚支援学校 監事 平賀 志麻 花巻市立若葉小学校

川 喜美子 盛岡市立土淵中学校 支援対策委員会

委員長

石橋 寿子 盛岡市立見前南小学校

來 桂子 盛岡市立松園中学校 支援対策委員会

副委員長

和泉 由香理 県立盛岡南高等学校

谷 郁子 八幡平市立松尾中学校 支援対策委員会

会計

上澤 裕子 県立盛岡聴覚支援学校

野 登志子 盛岡市立北陵中学校 支援対策委員

書記

前田 久美子 滝沢市立滝沢中学校

田 智世 盛岡中央高等学校 支援対策委員 高橋 富美子 大船渡市立赤崎小学校

沢 亮子 県立盛岡みたけ支援学校 支援対策委員 千葉 せつ子 滝沢市立姥屋敷小学校

野 知子 八幡平市立平舘小学校 支援対策委員 田村 美穂子 盛岡市立津志田小学校

又 和歌子 雫石町立橋場小学校 支援対策委員 畑中 美賀子 県立久慈工業高等学校

々木 裕子 紫波町立長岡小学校 ホームページ担当 瀬川 貴子 県立盛岡となん支援学校

葉 水穂 盛岡市立厨川中学校 研修係 高橋 記子 盛岡市立永井小学校

畑 悦子 県立盛岡商業高等学校 研修係 山田 美子 盛岡市立城内小学校

浩子 盛岡市立飯岡小学校

【役員を退任された先生方（敬称略）】

氏名 所属 役職名 氏名 所属

村 あゆみ 盛岡市立下橋中学校 広報部長 工藤 里香子 盛岡市立高松小学校

田 美智子 岩手町立久保小学校 監事 佐々木 伊佐子 花巻市立八重畑小学校

☆★会費納入について★☆

をお間違いのないようにご注意ください。地区毎にまとめ、振り込み依頼書には「地区名・地区理事名・

」の記入も忘れずにお願いいたします。

の養護教諭は全員が本会会員となり、全員納入となりますので、よろしくお願いいたします。

◆納入金額：４，３００円※本採用者は、休業中も納入

◆振込期限：７月２２日（金）

◆担 当：事務局会計 丹野 （盛岡市立北陵中学校）

事務局だより



１ 定期代議員総会並びに

期日：５月３０日（月）

会場：いわて県民情報交流

（１） 総会

（２） 研修会

演題：「スクールソーシ

際」

講師：スクールソーシャ

砂田 麻子 先生

◆各種会議の開催【予定】

・事務局会議（8 回）・常任理

総務部会（3~4 回）・東日本大震

回）

３ 第４０回岩手県養護教

期日：１１月２５日（金）

会場：盛岡市民文化ホール

岩手県民情報交流セ

内容：講演・班別協議会

演題：「 未 定

講師：国立大学法人 愛知

学長 後藤 ひとみ

◆ 部会からの情報発信

・会報「ようご」の発行

・部会ＨＰ「ようご岩手」の

・事務局だよりの発行

・部会誌、研究集録第 40 号

【研修・セミナーのご案

～養護教

１回目：８月９日（火）

会場：岩手県立大学 看護学部棟 1

内容：学校における医療的ケアの実

講師：板垣 園子（チームもりおか

小野寺 直子

（県立中央病院 皮膚・排泄ケ

工藤 朋子（県立大学看護学部
研修会の開催

センター（アイーナ）

ャルワーカーの役割と実

ルワーカー

事会（3 回）・役員会（4 回）・

災支援対策委員会会議（4~5

２ 各種会議・大会への参加 ※( )内は、派遣割当地区等

・6/18：全国養護教諭連絡協議会学校保健連絡協議会（会長）：東京都

・8/9：東北地区養護教諭連絡協議会（会長・副会長）：山形県

・8/9～10：第 49 回東北学校保健大会（遠野地区１名、会長・副会長）：山形県

・8/6～7：平成 28 年度全国養護教諭研究大会（宮古地区 1 名）：滋賀県

・2 月：平成 28 年度全国養護教諭連絡協議会第 22 回研究協議会（会長・研究副

部長出席予定）：東京都

【関係機関への出席】

岩手県学校保健会評議委員会・岩手県小児保健学会・岩手県ＰＴＡ連合会評議委

員会・岩手県健康いわて 21 プラン推進協議会・岩手県健康いわて 21 プラン口腔

保健専門委員会・学校保健総合支援事業協議会・がんの教育総合支援事業協議

会・岩手県教育研究会連絡協議会・岩手県予防医学協会小児および学校保健専門

委員会・岩手県慢性疾病児童等地域支援協議会

諭研究大会

（大ホール）

ンター

」

教育大学

氏

４ 第９回実践研究に関する研修会の開催

期日：９月２４日（土）

会場：岩手県総合教育センター

内容：「養護教諭がおこなうデータ処理の基礎

（パワーポイント）」

講師：総合教育センター担当者

発信

「ようご岩手」の発刊

内】

諭スキルアップ研修会 主催：岩手県立大学看護実践研究センター～

階

際

所長）

ア認定看護師）

准教授）

２回目：１０月１日（土）

会場：アイーナキャンパス 学習室１

内容：特別な支援を要する子どもの理解を深め

る

講師： 下川 和洋

（女子栄養大学非常勤講師）

３回目：１１月１２日（土）

会場：岩手県立大学 共通Ｃ棟 2 階講義室

内容：保健室面談場面で活用する解決志向アプロ

ーチ

講師：遠山 宜哉（県立大学社会福祉学部教授）

平成２８年度 事業計画

☆★お知らせ★☆

総合教育センターの平澤恒子先生が、熊本に派遣された際の様子、養護教諭

としての様々な思いをまとめてくださる予定です。

後日、部会ＨＰ「ようご岩手」に掲載予定です。 ぜひ、ご覧ください！！


