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「バタバタと…いえいえ，しっかりと」 

二年連続となった役員の他管異動による改編という

厳しい今年度の船出となり，管内の皆さんには大変ご心

配いただきました。第 1 回の代議員会において富良野

山部中学校・菅原直樹さんの副会長就任について承認を

受け，無事に事業を進めさせていただいています。 

今年度事業の特筆すべき点は，何と言っても期限付職

員も含め 14 名の新規採用者を迎えたことです。上川管

内は二度の管内研究大会とブロック・市町村研修会によ

って研究内容の充実を図っていますが，ぜひともそこに

「会員一人一人が世話役となって，若い事務職員の皆さ

んに育っていただきたい」という思いをプラスしてもら

いたいと思っています。 

 研究内容についても，新採用の方にも理解できるよう

に…「ひと的整備」の 3 年をしっかり振り返り，焦らず

じっくり楽しみながら進めていただきたいと考えます。

まずは，6 月の富良野で行われる管内研究大会。それぞ

れの市町村で全員参加を目指し，上川の進むべき学校事

務の方向性についてしっかり皆さんで確認してくださ

い。また，富良野の新緑とラベンダーを満喫し，英気を

養いましょう。富良野ブロック一同とともに皆さんのお

越しを大手を振ってお待ちしています。どうぞよろしく

お願いいたします。 

(P.S. 宿泊のご予約はお早めに…富良野のラベンダー

シーズンを舐めてはいけませんよ〰。) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月２４日の総会で選任されました 

（菅原副会長は第１回代議委員会にて承認されました） 

 

 

 

第１２７回上川管内公立小中学校事務研究大会 

（富良野大会）が下記日程で開催されます。 

期 日 ２０１７年６月２９日（木） 

            ～６月３０日（金） 

 場 所 富良野市市民文化会館 

詳しい日程及び内容については，後日各ブロックを通

じてご案内いたします。今年も全体写真撮影（２日目を

予定）を企画しています。たくさんの会員のみなさんの

参加を心よりお待ちしております。 

 ５月１２日には富良野ブロック研修会がおこなわれ、

管内研にむけての準備をスタートしています。会長挨拶

にもありますように、夏の富良野は観光シーズン真っ盛

り！宿泊の手配はお早めにお願いします。宿泊に困った

時は、会長をはじめ富良野の大御所のみなさんにご連絡

していただければなんとかなるかも・・・ 
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５年前，｢上川教育研修センターに一番近い学校に勤

務するもののつとめ｣と考え，理事を仰せつかり，理事

を３年・副会長を２年務めさせていただきました。 

この間，誰もが主体的に参加できる研修を目指し，管

内事務研での個人レポート発表をはじめ，経験年数の少

ない事務職員のための研修講座，上事協 TV など思いつ

くまま実現してきました。自分では大変満足しています

が，その影で多くの方にご迷惑やご心配をおかけしたこ

とと思います。本当に申し訳ありませんでした。 

今後も上事協が誰からも愛され，いつまでも光り輝き，

｢故郷｣のような温かい組織であり続けることを心から

お祈りしています。 

 

 

理事を４年間・副会長を１ヶ月（人事異動により、退

任することになり、申し訳ありません。）、務めさせてい

ただきました。管内研の個人レポート発表やアドバイザ

ーなど、引き受けていただいたみなさん、研修部の提案

に耳をかたむけて教育環境整備に取り組んでいただい

たみなさん、本当にありがとうございました。 

理事の仕事は多岐にわたりますが、どれも楽しく、面

白く、また、多くの方と知り合うことができ、いろいろ

な経験をすることができました。特に、４年前、教育環

境整備という言葉を提案しようという研修部会に居合

わせ、藤﨑さん・天野さんの先を見据えた話に驚愕した

こと、忘れられない思い出です。 

これからは、この経験を生かして，支部は違いますが、

上事協とともに教育環境整備を推進していきたいと思

っています。 

お世話になり、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

過日の総会において，事務局次長を退任させていただ

きました。急遽の助っ人次長職の任を全うできたかどう

かは，自ら振り返っても些か心許ない限りですが会員の

皆さんと役員の皆さんの激励と叱咤によりここまでた

どり着けたことに心から感謝いたします。 

 特に担当しておりました広報きずなの発行につきま

しては，上事協の皆さんに支えられ続けてこられた事を

とてもありがたく感じております。この場をお借りして，

きずなの原稿を書いてくださったみなさまに感謝申し

上げます。 

今後も上事協の一員として活動させていただきます

ので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 始まりは２８年１月頃だったような気がします。名寄

ブロックのとある大先輩からお声をかけていただき,初

めは大丈夫だろうか…,良いのだろうか…と思いました

が,大丈夫ということでしたので,務めさせていただくこ

とにしました。その後会長からお電話をいただき,やる

んだなという実感が一層湧いてきました。 

 第一回目の理事会へはただただ緊張しながら研修セ

ンターに向かったのを記憶しています。理事会は荘厳な

雰囲気の中行われるものだと思っていたのですが,実際

はとても和やかな雰囲気で行われていたので,良い意味

で緊張することなく毎回臨めていたのかなと感じます。 

 研修を担当するということをその時初めて知って,前

任の方から引継ぎを受け上川の研修がどういったもの

なかを知ることで,上川の研修をより一層身近に感じる

ことができ,同時に自分にこのような大役が務まるのか

が本当に不安でした。しかし,研修部として活動してい

くうちに不安が薄れていき,また,私が担当した「個人や

市町村を越境し,常に切磋琢磨し合う学校事務を目指し

て」を考察していくことで,学校間連携の重要性・上事協

Web の役割・世代間を感じさせない交流それら一つ一

つをきっかけに「教育環境整備」について深く知ること

ができ,少しでも会員の皆様に還元することで微力では

ありますが理事として役に立てたのかなと思います。 

２０１６年度で退任された役員のみなさんからのご
あいさつが届いております。紙面にてご紹介します。 
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 一年間という短い期間で申し訳ない気持ちで一杯で

すが,大変貴重な時間を過ごさせていただき,会長を始め

とする役員の皆様や会員の皆様にはとても感謝してお

ります。 

ありがとうございました 

 

 

 

上事協の監査という役を無事終えることができまし

たことに、会員並びに上事協役員の皆様に心から感謝申

し上げます。 

 初めて上事協「研修部」の部員として上事協に関わっ

てから２５年近くが過ぎました。その間、研修部の代表

として、副会長として、そして監査として多くの仲間と

共に役職を努めることができたことを嬉しく思います。 

さて、私たち事務職員を取り巻く情勢は大きく変わりつ

つあります。その変化に対応すべく～「会員人一人が研

究の主体となって」～上事協が今後担う役割というのは

益々重要なものとなります。上事協の更なる歩みに期待

しつつ退任の挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

副会長として２年間、監査として１年間お世話になり

ました。副会長の２年間は研修部会にも参加させていた

だき若いみなさんにたくさんの刺激を受けました。８年

ぶりくらいに上事協の運営に関わらせていただきまし

たが世代交代を痛感したのもこの時です。 

 名寄ブロックもここ数年若い方が特に増えています

のでこれからが楽しみでもあります。 

役員の３年間は上事協会員のみなさんのために何が

できたかというと疑問が残りますが、今後は学んだこと

を生かしぼちぼちやっていくつもりです。ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭川への異動や退職など、昨年度

に比べ登録者が少なくなっていま

す。登録する人が多い方が、連絡を

取りやすかったり問題解決をしや

すかったりしますので、ぜひご参加

ください！ 

今年度の web 担当は、菅原副会長と柳原事務局次長

が務めます。 

登録したいけど、手続きがよく分からないなど、悩ん

でいるみなさん、下記のどちらかのメールアドレスに下

のようにメールを書いて送ってください。 

 

 

 

 

 

 

登録するメールアドレスは、個人アドレスをお使いく

ださい（フリーメールでも可）。学校で個人に与えられ

ているアドレスもお使いいただけますが、異動の際は再

登録が必要となります。 

連絡するメールアドレスはこちら！！ 

kamijikyoweb@yahoo.co.jp 

 

上事協 WEB 5 月 19 日現在登録状況 

 

中央ブロック  ３１人中２１人 

士別ブロック  ２１人中１３人 

名寄ブロック  ２２人中１２人 

富良野ブロック ３３人中１９人 

旭川市他        ２１人 
 
期限付きの方もご参加くださいね！ 

旧役員のみなさま、役員としてご尽力い

ただきまして、ありがとうございました。 

今後も上事協へのお力添えをよろしく

お願いいたします！ 

 

 

菅原 or 柳原 様 

上事協 Web に入ります。 

名前 ０００００ 

学校名 ０００００ 

メールアドレス ００００＠００００００００ 
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 ４月２８日（金）、旭川市の市民活動交流センター（ｃ

ｏｃｏｄｅ）を会場に、今年度採用された１２名の新採

用者のみなさんへの研修会をおこないました。 

 研修会は、①学校事務について（藤﨑会長）②給与に

ついて（小林理事）③旅費について（原田理事）④服務

について（菅原副会長）⑤実践演習・交流（全理事）の

内容でおこないました。 

 新採用者のみなさんの真剣なまなざしと説明を食い

入るように聞く姿に、資料準備などをおこなった理事の

みなさんも努力の甲斐がありました。 

研修会終了後は、新採用者のみなさんと上事協役員と

の懇親会をおこない、交流を深めました。 

 今後、各ブロックや市町村で新採用者のみなさんへの

支援をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この３月で定年退職された多寄中の伊藤さん。２月の

管内研でお渡しできなかった記念品を、多寄中に出向い

てお渡ししました。長きに渡りお疲れ様でした。 

給与・人事・旅費・手当・事務便りなどいろいろ

な事例や経験談が載っています。ヒントや便利な

ファイルが盛りだくさん。登録してのぞいてみて

ください！ 


