
第７回 社会教育委員会議 議案 
日時：令和４年１０月１７日（月） 

   生涯学習計画策定委員会終了後 

会場：芽室町役場２階会議室７・８ 

 

 

１ 開    会 

 

２ 開会あいさつ   社会教育委員長  岩 野 真 志 

 

３ 報 告 事 項 

（１） 生涯学習課所管事務（事業）について（５月１４日以降） 

（２） 第 42 回北海道社会教育委員長等研修会について 

（３） 第 61 回北海道社会教育研究大会について 

（４） その他 

 

４ 協 議 事 項 

  （１）第 26 回十勝管内社会教育委員長等研修会について 

  （２）その他 

   

５ そ の 他  

  （１）今後の日程について 

           

  （２）今後の社会教育委員会議の開催予定について 

     ①第３回 令和４年１１月～１２月上旬 

     ②第４回 令和４年２月中旬 

     ③第５回 令和４年３月中旬 

 

６ 閉会あいさつ   芽室町社会教育副委員長 島 影 由里香 

 

７ 閉    会  



  

区　　分 所　属　等 備　考

やまかわ　 おさむ

山川 修

おざき としあき

尾崎 俊明

ささき まりこ

佐々木 眞里子

ふくい くにあき

福井 邦秋

よしの ふみとし

吉野 文智

しまかげ ゆりか

島影 由里香

いわの まさし

岩野 真志

さかもと みちよ

坂本 真智代

すずき おさむ

鈴木 修

しまの なつみ

嶋野 奈津美

さとう ひでき

佐藤 英樹

てしま せつこ

手島 節子

たかみち ゆたか

高道 豊

　※　任期　令和３年６月１日から令和５年５月３１日

学校教育関係 芽室町立芽室中学校長 新任

芽室町社会教育委員名簿

氏　　名

学校教育関係 芽室町立芽室小学校長 新任

社会教育関係 芽室町文化協会 新任

社会教育関係 芽室町体育会 再任

家庭教育関係 芽室町ＰＴＡ連合会 新任

学識経験者 再任

学識経験者 再任

学識経験者 再任

学識経験者 再任

学識経験者 再任

学識経験者 再任

学識経験者 （公募） 新任

学識経験者 （公募） 新任



報告事項１ 生涯学習課所管事務（事業）について（５月１４日以降） 

 

   ５月１４日（土） 日本ハムファイターズ協定事業 

    ～１５日（日）  （於 芽室町内） 

   ５月１６日（月） 令和４年度芽室町青少年健全育成協議会総会兼第１回役員会開催 

             （於 芽室町中央公民館２階講堂） 

   ５月１７日（火） スポーツ少年団本部代議員会開催 

             （於 芽室町役場２階会議室７・８） 

   ５月１８日（水） めむろ柏樹学園学習日 

             （於 芽室町中央公民館大ホールほか） 

   ５月１９日（木） 指定管理者定例会議出席（スポーツ振興係） 

             （於 芽室町役場２階教育委員会会議室） 

            サッカーゴール寄附セレモニー実施 

             （於 芽室町営サッカー場） 

   ５月２５日（水） チャレンジデー２０２２実施 

             （於 芽室町内） 

   ５月２７日（金） 指定管理者定例会議出席（社会教育係） 

             （於 芽室町中央公民館２階研修室） 

   ６月 ７日（火） 十勝スポーツ推進委員協議会理事会出席 

             （於 帯広市役所 10 階第 5A 会議室） 

   ６月 ８日（水） 十勝社会教育主事協議会役員会出席（オンライン） 

             （於 芽室町役場２階教育委員会会議室） 

   ６月１２日（日） 芽室ジモト大学サイクル講座実施 

             （於 芽室町役場２階会議室７・８、芽室町内） 

   ６月１６日（木） 第１回子どもの読書活動推進計画策定委員会議開催 

             （於 芽室町図書館視聴覚室） 

   ６月１７日（金） 芽室町読書感想文コンクール審査委員会議開催 

             （於 芽室町図書館視聴覚室） 

   ６月２０日（月） 芽室ジモト大学横野選手夢講話、サッカー指導 

             （於 芽室中学校パソコン教室、町営サッカー場） 

   ６月２２日（水） 芽室町図書館協議会開催 

             （於 芽室町図書館視聴覚室） 

   ６月２３日（木） 指定管理者定例会議出席（スポーツ振興係） 

             （於 芽室町役場２階教育委員会会議室） 

   ６月２５日（土） 全町ゲートボール大会 

    ～２６日（日）  （於 芽室町健康プラザ） 

   ６月２６日（日） 十勝スカイアースめむろサンクスマッチ 

             （於 帯広の森） 



   ６月２８日（火） 蔵書点検のため休館 

   ～７月３日（日）  （於 芽室町図書館） 

   ７月 ６日（水） めむろ柏樹学園学習日開催 

        （於 芽室町中央公民館大ホールほか） 

   ７月 ８日（金） 図書館まつり実行委員会開催 

             （於 芽室町図書館視聴覚室） 

   ７月１６日（土） 芽室ジモト大学 サイクル講座 

             （於 芽室町役場２階会議室７・８） 

   ７月１８日（月） 芽室町地域子ども会育成連絡協議会事業わくわく体験塾実施 

             （於 ウエモンズハート） 

   ７月１９日（火） 芽室西小学校ゲートボール授業 

             （於 芽室町健康プラザ） 

   ７月２０日（水） めむろ柏樹学園学習日 

             （於 芽室町中央公民館大ホールほか） 

   ７月２１日（木） 指定管理者定例会議出席（スポーツ振興係） 

             （於 芽室町役場２階教育委員会会議室） 

   ７月２３日（土） 日本ハムファイターズパートナー協定事業（野球観戦応援ツアー） 

    ・２４日（日）  （於 札幌ドーム） 

   ７月２５日（月） 指定管理者定例会議出席（社会教育係） 

             （於 芽室町中央公民館３階視聴覚室） 

   ７月２６日（火） 少年少女国内研修 

    ～２９日（金）  （於 岐阜県揖斐川町ほか） 

   ７月２９日（金） 寺子屋めむろ実施（ゲートボール、ドローン体験） 

             （於 芽室町健康プラザ） 

   ８月 １日（月） 第１回生涯学習計画策定委員会開催 

             （於 芽室町役場２階会議室７・８） 

   ８月 ３日（水） めむろ柏樹学園学習日 

             （於 芽室町中央公民館大ホールほか） 

            日本ハムファイターズパートナー協定事業 

（柏樹学園、わんぱくキャンプ） 

             （芽室町中央公民館、芽室西小学校） 

   ８月 ３日（水） わんぱくキャンプ実施 

     ～４日（木）  （於 芽室西小学校） 

   ８月 ４日（木） 日本ハムファイターズパートナー協定事業（新嵐山ほか） 

             （於 芽室町美生） 

   ８月 ５日（金） 日本ハムファイターズパートナー協定事業（愛菜屋） 

             （於 愛菜屋） 

   ８月 ６日（土） 芽室ジモト大学 サイクル講座 



             （於 芽室町役場２階会議室７・８） 

   ８月１０日（水） ヴォレアス北海道バレーボール教室 

             （於 芽室町総合体育館） 

   ８月２４日（水） めむろ柏樹学園学習日 

             （於 芽室町中央公民館大ホールほか） 

            日本ハムファイターズパートナー協定事業（食農教育） 

             （於 美生圃場） 

            芽室町指定管理者評価委員会（中央公民館、社会体育施設） 

             （於 芽室町役場地下第５・６会議室） 

   ８月２７日（土） 発祥の地杯全国ゲートボール大会 

    ～２８日（日）  （於 芽室町南公園運動広場、芽室町健康プラザ） 

   ９月 １日（木） 芽室西小学校ゲートボール体験実施 

             （於 芽室町健康プラザ） 

   ９月 ９日（金） 図書館まつり実行委員会開催 

             （於 芽室町図書館視聴覚室） 

   ９月 ９日（金） 北海道日本ハムファイターズパートナー協定事業実施 

    ～１０日（土） めむろみなくるスタンプラリー 

             （於 芽室町内） 

            芽室ジモト大学 大正大学との連携事業実施 

            ・中学校連携事業 

（於 町内３中学校） 

            ・芽室ジモト大学フォーラム（講話、ワークショップ） 

             （於 めむろーど２階セミナーホール） 

   ９月１１日（日） 芽室ジモト大学 サイクル講座 

             （於 芽室町内） 

   ９月１３日（火） 第６９回町民文化展第１回実行委員会開催 

             （於 芽室町役場２階会議室７） 

   ９月１５日（木） 指定管理者定例会議出席（スポーツ振興係） 

             （於 芽室町役場２階教育委員会会議室） 

   ９月１７日（土） ふるさと歴史館ねんりん 歴史館講座（小麦脱穀体験） 

    ・１８日（日）  （於 ふるさと歴史館ねんりん） 

   ９月２１日（水） めむろ柏樹学園学習日 

          （於 芽室町中央公民館大ホールほか） 

         第２回生涯学習計画策定委員会開催 

             （於 芽室町役場２階会議室７・８） 

   ９月２６日（月） 埋蔵文化財試掘調査 

 ～１０月２１日（金）  （於 美生圃場） 

  １０月 ５日（水） 第２回子どもの読書活動推進計画策定委員会議開催 



             （於 芽室町図書館視聴覚室） 

            地域学校協働本部、応援団員と学校との意見交流 

             （於 芽室町役場２階会議室７・８） 

  １０月１１日（火） 文化財保護審議会開催 

             （於 芽室町役場２階会議室７） 

  １０月１５日（土） 北海道日本ハムファイターズパートナー協定事業 

            ＦＯＯＴＳＴＥＰ  ＦＵＮＤ 

             （於 芽室町内） 

 

地域学校協働活動関係 

   ５月１７日（火） 芽室西小・芽室西中 学校運営協議会出席（於 芽室西中学校） 

５月１８日（水） 芽室西中学校 花壇整備（於 芽室西中学校） 

         芽室小学校 朝顔土入れ作業見守り（於 芽室小学校） 

５月１９日（木） 上美生小学校 読み聞かせ（於 上美生小学校） 

         芽室中学校学校運営協議会出席（於 芽室中学校） 

５月２４日（火） 地域学校協働活動本部会議開催（於 芽室町役場２階会議室７） 

５月２５日（水） 上美生小･上美生中 学校運営協議会出席（於 上美生小学校） 

５月２６日（木） 上美生小学校 読み聞かせ（於 上美生小学校） 

         芽室南小学校学校運営協議会出席（於 芽室南小学校） 

６月 ４日（土） 芽室西小学校 運動会駐車場整理（於 芽室西小学校） 

６月 ８日（水） 芽室小学校 ポップコーン授業（於 芽室小学校体育館ほか） 

６月 ９日（木） 芽室小学校 図書ボランティア（於 芽室小学校図書室） 

         芽室南小学校 昔あそび授業（於 芽室南小学校体育館、校庭） 

６月１５日（水） 芽室西小学校 プール見守り（於 芽室町営温水プール） 

６月１６日（木） 上美生小学校 農園活動（於 上美生小学校学校農園） 

６月１７日（金） 芽室西中学校 花壇整備（於 芽室西中学校） 

６月２１日（火） 上美生小・上美生中 新体力テスト（於 上美生中学校体育館） 

６月２３日（木） 上美生小学校 読み聞かせ（於 上美生小学校） 

         芽室小学校 プール見守り（於 芽室町営温水プール） 

         芽室中学校 地域学習（於 芽室中学校体育館） 

６月２７日（月） 芽室中学校 国際理解学習（於 芽室中学校体育館） 

６月２９日（水） 芽室西小学校 プール見守り（於 芽室町営温水プール） 

         芽室南小学校 体力テスト（於 芽室南小学校体育館） 

６月３０日（木） 芽室西小学校 体力テスト記録付け（於 芽室西小学校体育館） 

         芽室小学校 プール見守り（於 芽室町営温水プール） 

         芽室小学校 駐車場整理（於 芽室小学校駐車場） 

７月 １日（金） 芽室中学校 あいさつ運動（於 芽室中学校周辺） 

         芽室西小学校 体力テスト記録付け（於 芽室西小学校体育館） 



         芽室西小学校 プール見守り（於 芽室町営温水プール） 

   ７月１３日（水） 芽室小学校 泉学級遠足（於 芽室小学校、芽室南公園） 

            芽室小学校 牧場見学（於 大友牧場）  

            芽室西小学校 きらきらタイム（於 芽室西小学校教室） 

   ７月１５日（金） 芽室中学校 地域学習発表会（於 芽室中学校体育館） 

   ７月１９日（火） 芽室西小学校 ゲートボール授業（於 芽室町健康プラザ） 

           芽室小学校 牧場見学（於 大友牧場） 

  ７月２１日（木） 上美生小学校 読み聞かせ（於 上美生小学校） 

           芽室小学校 牧場見学（於 大友牧場） 

  ８月 ８日（月） 社会教育委員研修「学校に地域の力を活かすために（CS）」 

            （於 十勝教育研修センター） 

  ８月１８日（木） 上美生小学校 読み聞かせ（於 上美生小学校） 

           芽室西小・芽室西中 学校運営協議会出席（於 芽室西中学校） 

  ８月２５日（木） 上美生小学校 読み聞かせ（於 上美生小学校） 

           芽室小学校 プール授業見守り（於 芽室町営温水プール） 

           芽室中学校 学校運営協議会出席（於 芽室中学校） 

  ９月 １日（木） 上美生小・上美生中 あいさつ運動（於 小中学校周辺） 

           芽室小・芽室中 あいさつ運動（於 小中学校周辺） 

           上美生小学校 読み聞かせ（於 上美生小学校） 

  ９月 ２日（金） 芽室西中学校 花壇整備（於 芽室西中学校） 

  ９月 ６日（火） 芽室小学校 プール授業見守り（於 芽室町営温水プール） 

  ９月１５日（木） 上美生小学校 読み聞かせ（於 上美生小学校） 

  ９月１６日（金） 芽室小学校 町内見学引率（於 芽室町内） 

           芽室西中学校 花壇整備（於 芽室西中学校） 

  ９月２２日（木） 上美生小学校 読み聞かせ（於 上美生小学校） 

  ９月２９日（木） 上美生小学校 読み聞かせ（於 上美生小学校） 

           上美生小学校 食農教育（於 学校農園） 

 １０月 ４日（火） 芽室小・芽室中 あいさつ運動（於 小中学校周辺） 

 １０月 ６日（木） 上美生小学校 読み聞かせ（於 上美生小学校） 

           芽室南小学校 マラソン大会見守り（於 芽室南小学校周辺） 

           上美生小学校 食農教育（於 学校農園） 

     

  



報告事項２ 第 42 回北海道社会教育委員長等研修会について（資料１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項３ 第 61 回北海道社会教育研究大会について（資料２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項４ その他 

 

 

  



協議事項１ 第 26回十勝管内社会教育委員長等研修会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項２ その他 


