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  県事研だより 

令 和 ２ 年 ７ 月 ２ ０ 日 

第 １８６ 号    

岐阜県小中学校教育研究会 

事務職員部会 総務部 

 

県事研ホームページアドレス http://gifujimu.com/gx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度永年勤続表彰者メッセージ紹介 

 

 

このたび定年退職を迎えることができましたのも、多くの先輩方、多くの皆様方に支えていた

だいたお陰と感謝しております。 

大変お世話になりありがとうございました。 

県事研の益々の発展と皆様のご健康ご活躍を祈念いたします。 

                                   信田 正廣 

 

 

 皆様どうもお世話になりました。早いもので３８年が過ぎてしまいました。若い人は“私が生

まれる前から・・・“と、気が遠くなるほどの長さだと思われるでしょうね。これが当人にする

と本当にあっという間で、この頃は、人の一生は案外短いものなんだなと感じています。すっか

り退職して２４時間暇になると、老後は長く感じるのかもしれませんが。 

横のつながりがないと、とても務められない学校事務職員という仕事。本当にたくさんの人に

支えられてここまで来ることができました。新型コロナウイルス感染症のせいで、事務研も学校

間連携協力会も開かれないままになっていますが、どうぞこれからもつながりを大切に進んでい

かれますよう！ 

井深 よしみ 

 

 

３７年間大変お世話になりました。定年まで無事勤められましたのは、多くの方々に助けてい

ただけたおかげだと感謝しています。ありがとうございました。 

 

岐阜市立徹明さくら小学校 伏見 滋紀 

 

第１８６号の内容 

・令和２年度永年勤続表彰者メッセージ紹介 

・専門部ＰＲ 総務部 

・専門部ＰＲ 研究部 

・特別部コーナー「みんな“ええ顔”」 

・ほっと一息 

・総務部からのお知らせ 
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長い間ありがとうございました。こうして、なんとか定年まで勤められたのも、事務職員の皆

様のおかげと感謝しております。事務研を通じて多くの事務職員の方々と出会い、一人職でも孤

独を感じることもなく、楽しく仕事ができ、たくさん支えていただきました。 

長く勤めるには家族の理解も大切で、定年後は家族への恩返しのために家庭に入るつもりでし

たが、現在学校ではありませんが、非常勤で勤めています。そして、改めて学校という職場に勤

められたことは幸せだったと感じています。 

昨年度末からのコロナ禍で学校現場も、事務研も大変な事態になっていると拝察いたします。

終息のめども立ちませんが、どうか事務職員同士のつながり、絆で乗り越えられることを祈って

います。 

横山 敦子 

 

 

 

 

 

このたび定年退職を迎えました。 

無事に務め終えることができましたのは、右も左もわからない未熟者の私をご指導頂きました

諸先輩方、年齢ばかりを重ねながら、いつまでたってもうまく熟さないままの私でも先輩事務職

員として、仲間として、共に歩んでくださった皆様のおかげです。ありがとうございました。 

平成７年度の全国大会岐阜大会、平成２０年度の東海大会羽島大会においては、多くの方をお

迎えしての運営の大変さもさることながら、それにもまして貴重な良い経験をすることができま

した。 

今回、岐阜県での二度目の全国大会に一丸となって向かっていましたのに、このような未曾有

の出来事により、初めて経験する長期臨時休校やら、外出自粛やら、様々な制約の中、せっかく

の機会が失われてしまう結果となってしまいました。 

大変残念ですが、違った貴重な経験ととらえ、成長の場となりますように。 

どれほどもお役に立つことのできない私ですが、もうしばらく再任用として皆様のお仲間に加

えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

森 幸子 

 

 

 

 

 

 

 

学校事務職員として、３８年間勤めさせていただきました。多くの先輩方や事務職員の仲間、

職場の仲間の皆さんに支えてもらい無事定年を迎えることが出来たことに感謝いたします。人の

繋がりを有難く感じます。 

 微力ながら３８年間事務職員として培ってきたものを少しでも返していけたらと、再任用とし

て勤めさせていただいています。今年度は新型コロナの対応から始まりましたが、子どもたちの

笑顔のためにもう少し皆さんとご一緒させていただきます。よろしくお願いいたします。皆様の

ご活躍とご健康をお祈りいたします。 

                                                                 

春日井 薫 
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【メッセージ】 

 

ご挨拶が遅れて申し訳ありません。 

この３月末に、家庭の都合で退職させていただきました。 

在職中は、皆さんに大変お世話になりました。本来なら、これから、その受けた御恩をお返し

するべきところ、お世話になりっぱなしでお別れすることになり、大変申し訳なく思っておりま

す。 

本当にありがとうございました。 

お元気で。 

中橋 寛子 

 

 

 

定年退職をしました。「あと、１０歳若かったらなあ」と思った最後の一年でした。県事研夏

季研修会でのご来賓のお話や１２月の事務研修会でのお話を聞いて、学校事務職員に対する期待

と職としての処遇の高まりを実感したからです。 

仕事ができない私に、根気よくご指導をくださった方、何もかもを分かった気になり、横柄な

言動が増えたことを諫めてくださった方、学校事務を発展させるべき方向や磨くべき力について

熱く語ってくださった方、たくさんの先輩や仲間にかわいがっていただいて、なんとか学校事務

職員を続けることができました。このことで、「人」として大切なことも教えていただいたと思

っています。いちいちお名前を書くことはできませんが、心より感謝申し上げます。ありがとう

ございました。 

現在、再任用をさせていただいています。退職をしたという心持ちにはなかなかなれませんで

したが、４月の給与明細を見たとき、「退職したのだ」というさみしさとともに、「あと、１０年

早く定年ならよかったのになあ」という気持ちになりました・・・。 

「期待され、信頼される学校事務職員」の高まりの方向を、がんばる皆さんに近いところで、

もう少し拝見させてください。 

                                     杉山 誠人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「学校という場所が好きで、学校事務職員になりたいです。」と採用時の面接で話したことを

今も覚えています。まさか、４２年間も学校事務職員として働き、定年退職を迎えることができ

るとは夢にも思っていませんでした。学校は同じ毎日ではなく、常に新鮮な場所だと感じていま

した。 

 ４２年間、多くの先輩や仲間の事務職員の方に助けていただき、支えていただきました。周り

の皆様のおかげで無事定年退職を迎えられたのだと、本当に心から感謝しています。ありがとう

ございました。 

 新型コロナウイルス感染症対策のために、学校が臨時休業となる大混乱の中で退職を迎えまし

たが、皆様は４月からも大変な状況の中での勤務、本当にお疲れさまです。 

 私は、今まで真剣にやったことがない「家事」に真面目に取り組んでいます。プロの専業主婦
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を目指したいと思います。家事も学校事務職員の仕事と似ているなあと感じています。やらなけ

ればならないことはありますが、自分がどこまでやるか…で毎日が過ぎます。今までは児童生徒

のためにと思っていましたが、家族と自分のためにと思って毎日を過ごしたいと思います。 

 これからの岐阜県小中学校事務職員会のますますのご発展と、皆様のご健康とご活躍をお祈り

申し上げます。 

                                    川島 弘子 
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長い学校事務職員生活を無事終えることができました。長いようで短い・短いようで長く感じ

た４２年間でした。今の自分があるのも、諸先輩方の温かい指導や事務研等で仲間と切磋琢磨し

て作り上げてきた事務用資料等のお陰でした。 

 「退職」という一つの区切りは付きましたが、「再任用」としてまだしばらくは、県事研のお

世話になります。よろしくお願いします。 

                                      後藤 王功 

    

 

 

コロナ禍にあって、非日常をたくましく働いていらっしゃる皆様には、今までにないご苦労が

多いとお察し致します。 

おひとりおひとりの事務職員の方が、生き生きと、自分らしく働かれることを願っています。 

大変お世話になりました。ありがとうございました。 

河合貴久子（旧所属 美濃市立藍見小学校） 

 

 

   
 

 

 私が採用された頃は，ほとんどの書類が手書きでした。その後，タイプライター，ワードプロ

セッサー，パソコンのワープロソフトの普及により，手打ちの書類になりました。（その所為か

歳の所為か最近漢字が書けなくなりました。） 

 書類の提出方法も，持参・郵送が主流だったのが，ファクシミリや電子メールが主流となりま

した。 

 人事給与システムや旅費システムが導入されたときには，これでペーパーレス化が進むと期待

したのですが，相変わらずプリントアウトした紙での印鑑押印による，昔ながらの決裁方法は変

わりませんでした。 

 今回の新型コロナウイルスによる在宅勤務や自宅待機などを勘案し，今度こそペーパーレス化

が進むことを期待しています。そうすれば，学校運営支援室での帳簿確認も，紙を持ち寄ること

なく行え，共同処理も進むのではないでしょうか。 

 

 今後の岐阜県小中学校事務職員研究会のますますのご発展と会員の皆様のご健康とご活躍をお

祈り申し上げます。 

                                                                      

古田 典由 

 

    

 

このたび退職の日を無事に迎えることができました。これまで多くの先輩の皆様方や仲間たち

に助けていただき、支えていただいたおかげと心から感謝しております。ありがとうございまし

た。 

 学校に勤めることで得られたこと、経験できたこと、すべて大切な思い出です。子どもたちの

成長に関われる「学校」はすてきな職場です。 

 これからも子どもたちの笑顔のために在る事務職員として、みなさまのご健康とご活躍をお祈

り申し上げます。 

                                      野田 真弓 
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【メッセージ】 

 

４２年という長い間学校事務職員という仕事を続けられたのは、同じ職の仲間が支えていただ

けたからと感謝しております。このような私が、表彰状をいただけるなど大変恐縮しております。 

 学校現場では、年度始めの事務処理に加え、コロナウィルス感染症に関わる対応や会計年度職

員関連の庶務等、多忙と一言で言うにはとても足りない業務にみなさん積極的に関わっていらっ

しゃることと思います。 

 東日本大震災では「想定外」では許されない状況を目の当たりにしました。今回のコロナウィ

ルス感染防止の自粛要請により、リモートやテレビ会議を経験することで、働き方や家族のあり

方、社会の価値観を見直す良い機会となりました。 

 これからは、いくつかの多様性を理解し、今まで以上に柔軟に対応できる組織が求められ、事

務職員はその中で大きな役割を担うことになります。一人職の現場ですが、一人一人の個性を出

しあって、多くの仲間と支え合い乗り越えていってください。みなさんの活躍を陰ながら応援し

ています。頑張ってください。 

河合 しのぶ 

 

 

 

 可児市の市制施行と同じ、昭和５７年に新規採用。そして、年号が令和に変わった最初の年度

末に退職となり、皆さまには、３８年間大変お世話になりました。ありがとうございます。 

 特に、実行委員長を務めさせていただいた、東海大会可児大会では、県内の本当に多くの皆さ

まにご参加をいただきました。県事研役員の皆さまをはじめ、皆さまのご協力で可児大会を盛会

のうちに終えることができました。改めて御礼申し上げます。 

４月からも同じ勤務校で引き続き事務職員として勤務させていただいております。今後もよろ

しくお願いいたします。 

                       鈴木 斉 

 

 

おかげさまでこの３月、 無事に 定年を迎える ことができま 

した 。まわりの人に支えてもらい、あっという間の３８年で 

した。先生方との楽しい思い出もありますが、同じ職種の仲 

間に恵まれ、仕事上で判断に迷ったときなど何でも相談でき 

る他校の事務職員がいたことは、とても心強かったです。公 

私ともにお世話になり、本当にありがとうございました。   

  会の 益々の ご 発展とみなさまの ご活躍、 ご健康を 心より 

お祈り いたします 。                     

                     原口   初美   
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 公立小中学校事務職員として４２年間の務めを終え、この３月で無事定年退職を迎えることが

できたのは、多くの仲間に助けていただいたお陰と心から感謝いたします。 

 ３０代に勤務した恵那郡山岡中学校では、新校舎建設に事務職員として携わりました。設計図

面を見ながら職員の意向を聞いて設計変更を何度もお願いしたり、予定されていた机・棚などの

備品類では不都合があったため１から見直しの選定作業、ＰＴＡにお願いした引っ越し作業の段

取りと、モーレツに忙しい日々でしたがとても充実していました。 

 平成１６年２月の東海事務研浜松大会では、恵那郡恵南地域の事務研で分科会の発表を担当し

ました。今ではあたりまえとなっていますが、恵南消防の地域情報ネットワークシステムを使っ

て恵南小中学校間のグループウェアを開発し、各種情報の共有化やデータ化、備品管理ソフト導

入等の研究成果を発表しました。わずか１１名の少人数でしたが、得意分野を生かして一人一役

以上で分担し、先進的な成果をあげることができました。分科会の進行を学ぶため、山口県萩市

まで行って、全事研の全国大会に参加したことが思い出されます。 

 学校では自身工作が好きなこともあり、職員室や印刷室などを使いやすくするため、棚や机を

作って整備することがライフワークとなりました。自分の趣味を生かして仕事をすることができ、

小中学校事務職員が私の天職と思えるようになり、本当に幸せでした。 

 私事ですが、４月から再任用で引き続き小中学校事務職員として勤務しています。 

 最後になりましたが、皆様のご健康と県事研の益々の発展をお祈りいたします。 

恵那市  西尾 富士男 

 

 

 

ありがとうございました 

県事研の皆様、お世話になりました。ありがとうございました。 

定年退職した今、子供が育つ活気のある職場で働かせていただけたことに改めて感謝してお

ります。素敵な人との出会い、感動する場面、心温まることばに恵まれ、４０年間勤め続ける

ことができました。 

コロナ禍で今までにない大変なこともあるかと思いますが、お身体に気を付けてご活躍くだ

さい。 

浦谷 亜理子 

 

 

 

メッセージ                                                   

 

令和２年３月に無事退職の日を迎えました。昭和、平成、令和と４０年という長い年月を小中

学校の事務職員として過ごしてきました。これも、多くの事務職員の皆様のご支援があったから

だと思います。この機会に、あらためて感謝したいと思います。 

長い勤務の中では、修学旅行への同行や学校林の下草外作業に参加したり、校舎の改築に関わ

ったりとそれぞれの学校ならではの思い出があります。 

現在は、下呂市内の臨時事務職員として勤務しています。下呂市では、共同実施が定着し支援

室というチームでの業務により人材育成や学校運営支援が成果として見えるようになりました。

そして今、支援室の存在に助けられチームとして課題解決をしていくことの重要性を実感してい

ます。 

学校を取り巻く環境は大きく変わり、事務職員に期待される役割も大きくなっています。今ま

で以上に県事務研の存在が大きくなってくると思われます。県事研のますますのご発展と皆様の

ご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

青木 紀子 
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早いもので退職より２ヶ月が過ぎました。42年間無事に務めることができましたのも、諸先輩、

仲間の皆様、関係者の皆様のおかげであり、家族の理解と支えがあってこそ、と感じます。最後

の６年間は、小中とも母校に勤めることができ、大変幸せでした。県事研の役などを務めること

もなく、そういった面で貢献することはできませんでしたが、学校事務職員として働く中で、多

くを学ぶことができました。特に、最後の１年間は飛騨市共同学校事務室室長として、多くの経

験をさせていただきました。飛騨市事務研の中で行ってきた学校間連携を更なる一歩を踏み出す

ために、全員納得の上で行政組織へ移行しました。加配者の立場となり、複数配置の頼もしさも

味わいました。組織の運営という難しさや一人ではないという心強さ、考えていることが形とな

っていく面白さ、多くの意味で充実した1年となりました。年度末からのコロナウイルス感染拡

大防止による休校など、ほとんどの人が初めて経験する出来事でしたが、こんな時こそ、事務職

員が力を合わせて知恵を出し合い、学校経営に参画していくことができるのではないでしょうか。

皆様方の更なるご活躍を楽しみにしております。長い間ありがとうございました。 

                                     牛丸 洋子 
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＊ 永年勤続者（20年以上勤務の退職者） 　

No 氏　  　名 退職時勤務校 備　　考

1 信田　正廣 岐阜市立木田小学校

2 井深　よしみ 岐阜市立明郷小学校

3 伏見　滋紀 岐阜市立徹明さくら小学校

4 横山　敦子 岐阜市立鏡島小学校

5 日比野　聡子 各務原市立稲羽中学校

6 森　　幸子 羽島市立福寿小学校

7 春日井　薫 羽島市立中央小学校

8 中橋　寛子 羽島市立桑原学園（前期課程）

9 杉山　誠人 養老町立高田中学校

10 川島　弘子 海津市立今尾小学校

11 鷲崎　朋子 大垣市立興文小学校

12 長屋　祐美子 垂井町立合原小学校

13 後藤　王功 関市立武芸川中学校

14 河合　貴久子 美濃市立藍見小学校

15 古田　典由 郡上市立大和南小学校

16 野田　真弓 郡上市立牛道小学校

17 河合　しのぶ 郡上市立郡南中学校

18 鈴木　斉 可児市立広見小学校

19 原口　初美 多治見市立笠原中学校

20 西尾　富士男 恵那市立長島小学校

21 浦谷　亜理子 高山市立中山中学校

22 小坂　令子 高山市立三枝小学校

23 青木　紀子 下呂市立萩原北中学校

24 牛丸　洋子 飛騨市立古川中学校

令和２年度  表　彰　者　名　簿

岐阜県小中学校教育研究会事務職員部会
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【研究テーマ】 広報活動を通じて会員の資質能力の向上を目指す 

 

【活動の重点】 （１）広報紙・会誌・ホームページによる積極的な情報提供 

        （２）研究情報のタイムリーな提供 

        （３）学校事務の効率化のための表簿の改善 

        （４）事務日誌の改善 

        （５）特別部会との情報共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県事研だより 「おんさい」の発行 

 各種研修会・研究大会報告，専門部活動紹介，市町村研究内容紹介，ほっと一息コーナー

などの内容で，年６回の発行を予定しています。 

 参加報告では，参加者の皆さんに原稿執筆の依頼をいたします。研修会の様子や，研修で

得たものを会員の皆さんにご紹介くださいますよう，ご協力をよろしくお願いします。 

 皆様にタイムリーな情報をお届けできるよう，親しみやすく，読みやすい広報となるよう

に心がけていきますので，ぜひご覧ください。 

  

  

 

 

 

「令和２年度 会誌」の発行 

 会誌には，今年度の県事研・各地区・各郡市の計画や方針，昨年度の 

各種研修・研究大会報告などが掲載される予定です。多くの場面でご活 

用いただき，日々の業務の参考となることを願って，校正・編集作業を 

進めていきます。 

 今年度は令和２年７月２８日頃に発行予定 

  

 

 

 「県事研ホームページ」の更新 

 会員の皆様へ広く情報を提供する場として，内容の更新と充実を図っていきます。掲示板

コーナーもありますので，意見交換の場としてご活用ください。 

 会員ページ閲覧には「ＩＤ・パスワード」が必要になります。ご不明な点については各地

区総務部員にお問い合わせください。 

「令和３年度 事務日誌」の発行 

 事務職員が編集する利点を生かし，日々の業務で活用しやすい事務日誌となるよう，校正

作業を進めていきます。資料編については，県教育委員会や共済組合に内容を確認し，正確

な情報の掲載に努めます。令和３年２月中旬頃発行予定です。 
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県事研専門部 

 

 

 

 

 

 

私たち研究部は，岐阜県の子どもたちの豊かな育ちの実現のため，県内すべての事務職員が目

標とする姿，S・M・Dこと『スクール・マネジメント・ディレクター』となれるよう，様々な研

究活動を行っています。 

 

  

A１ 第五次研究構想で掲げた，私たちが目標とする姿です。ディレクターには導く人，監督とい

う意味があります。学校長の思い描く学校経営に対して，事務部門の統括者として，適切に補

佐できる事務職員を目指したいと考えています。 

 

具体像としては，以下の３つを目指します。 

① 事務をつかさどる職として事務部を統括し，学校経営に参画する事務職員 

② 共同実施体制を強化し，学校事務の平準化・効率化を図る事務職員 

③ 地域や関係機関との調整に携わり，信頼関係を構築する事務職員 

 

  

 

A２ S・M・Dになることを最終目標にするのではなく，その姿を目指し，より主体的・積極的

に学校のマネジメントを担うことでグランドデザインのキーワードである“ええ顔”があふれ

る学校を創出することを最終目標にしました。 

 

 

 

A３ 今年度は主に，①第五次研究構想後期版の周知・啓発 ②県事研評価の実施及び結果分析   

③研究部だよりの発行 ④ステップアップ式課題別マニュアルの活用啓発等といった活動を行

います。 

 

 

 

A４ 現状や課題を踏まえた上で，常にステップアップできる事務職員を目指したマニュアルです。

グランドデザインやカリキュラム・マネジメントの要素を含んでいます。 

ポイントは以下の３つです。 

① ３段階（若年層・中堅層・ベテラン層）のキャリアステージ別になっている 

② キャリアに応じた目標となる取組が例示されているため，組み合わせながら自分にあった

オリジナルマニュアルが作成できる。 

③ 事務（部）経営案の作成ツールとなるように，視点が記されている。 

★ぜひ，日頃の業務にご活用ください。人事評価表を作成する際にも参考になります。 

 

 

 

Q１ S・M・D（スクール・マネジメント・ディレクター）って何？ 

 

Q３ 研究部の具体的な活動内容は？ 

 

 

Q２ 第五次研究構想後期版はどこが変わったの？ 

 

 

 

Q４ ステップアップ式課題別マニュアルとは？ 

 

 

 

 

研 究 部 
令和２年度第五次研究構想後期版スタート
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第1３回  事務職員のリーダーシップ その２ 

昨年度発行のおんさい184号では，「学校財務マネジメントと事務職員のリーダーシップ」に関する実践事例

を紹介しました。今号も学校財務を主体とした事務職員のリーダーシップについての事例紹介です。 
 

 前年度の予算の執行状況を分析することで，次年度の政策予算（比較的自由に使い道が決められる予
算）の割合を事前に把握していた事務職員は，新型コロナウイルス感染症防止対策を話し合う企画委員会
の場で，早速，次のような提案をしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 事務職員から具体的な予算額を提示されたことで，この学校ではすぐさま必要な物品を追加注文することが
でき，いつ学校が再開されてもスムーズに対応ができる体制をいち早く整えることができたようです。 
 

 今年度，安全安心な生活環境の確保や学習（時間）の保障については，多くの学校で最重要の課題と

して捉えられ，これまでの経営活動や教育活動を見直すことについての議論も行われていると思います。 

そのようななか，予算分析に基づき担当者との調整を図ったり，管理職への積極的な提案を行ったりするな

ど，事務職員が学校財務を切り口としてリーダーシップを発揮していくことは，管理職の意思決定をサポートし，

学校のカリキュラムを円滑に進めること（カリキュラム・マネジメント）につながると考えます。   （文責：内山） 

 

 

 

 

 

ほっと一息・・・ 

この春は新型コロナウイルス感染症の影響でマスクがどこの店でも売り切れで手に入らないと

いうことがありましたね。自宅に多少の備蓄はありましたが，いつ供給が元に戻るのか分からな

かったので，ゴールデンウィークのときにマスクの自作をしてみました。 

 作り方自体はインターネットですぐ検索できましたが，ミシンの使い方をすっかり忘れてしま

っていたので手縫いで作り，３時間くらいかけて完成しました。市販のものより効果は低いでし

ょうが，着け心地は案外悪くありませんでした。 

 今回は地味な見た目になりましたが，布の柄を選ぶなどすれば

もっとおしゃれなマスクも作れるようです。日常的にマスクが必

要な生活はしばらく続きそうなので，自分だけのお気に入りを作

っておしゃれの一環にしてみてはいかがでしょうか。 

 

総務部員 後藤 

 

 

 

 

 

みんな“ええ顔” （特別部通信）  

 昨年度の予算執行状況から，今年度の消耗品費のうち，○○
万円を，新型コロナウイルス感染症対策費として計上することができ
ます！ 
教務主任や養護教諭から事前に聞き取りをして，校内の消毒用

品購入費として○万円を，学習の遅れをカバーするためのプリント等
の印刷費を○万円，その他予備費として〇万円を試算してみまし
た。この案で良ければ，明日からでもすぐに執行できますよ！ 
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総総務務部部かかららののおお知知ららせせ  

１ おんさいのしおり機能について 

便利なしおり機能を活用してみてください。 

①おんさいを開き，この部分をクリックします。  

  
②内容が表示されるので，読みたい項目をクリックするとそのページへとびます。 

  

２ 教育表簿への改善要望について 

教育表簿への改善要望について，県事研ホームページ及び各地区総務部員で随時受け

付けています。ご意見をお寄せください。 

 

３ 事務日誌に関する改善要望について 

事務日誌の改善要望がありましたら，県事研ホームページまたは各地区総務部員へお

知らせください。随時受け付けています。 

 

４ 「おんさい」への写真掲載承諾について（お願い） 

総務部では，会員の皆様にとって少しでも親しみやすく，また最後まで目を通してい

ただける広報となるよう微力ながら努力しています。今年度も各研修報告には，できる

限り写真を入れ，研修会の様子をお伝えしたいと考えています。 

会員の皆様には，このような趣旨をご理解いただき，写真掲載をご承諾下さいますよ

うお願いします。 
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