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平成１８年第５回小金井市教育委員会定例会議事日程 

                      平成１８年５月９日（火）                  

                       午 後 １ 時 ３ ２ 分 開 会               
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  日程 
 

  
             議        題 
 

  
  第１ 
 

 
  
 会議録署名委員の指名 
 

  第２ 

 

 報 告 事 項       

 

 １ 小金井市奨学資金の応募状況について 

 ２ 小学校オーケストラ鑑賞教室について 

 ３ 小金井市清里山荘の指定管理者候補者の選定について 

 ４ 平成１８年度東京都公民館連絡協議会定期総会の結果に 

   ついて 

 ５ 第１９期小金井市公民館企画実行委員選出について 

 ６ 第１１回東京国際スリーデーマーチについて 

 ７ その他 

 ８ 今後の日程について 
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開会 午後１時３２分 

 

伊東委員長   それでは、平成１８年第５回小金井市教育委員会定例会を開会す 

る。 

 日程第１、会議録署名委員の指名。本日は、亘理職務代理者と伊 

藤委員にお願いする。 

 

（委員一同異議なく、上記２名が選出された。） 

 

伊東委員長   本日は、報告事項だけになるのでよろしくお願いする。順次お願 

いする。 

 それでは、報告事項１、小金井市奨学資金の応募状況についてお 

願いする。 

 

尾上庶務課長  それでは、私のほうから、まず１点目をご報告させていただく。 

 本市では、成績優秀であり、かつ経済的な理由により修学が困難 

な方に対し、給付制の奨学資金制度を設けている。 

 今年度の事業概要であるが、４月３日月曜日から出願書を配布し、

５月１日月曜日まで出願の受付を行った。応募状況であるが、高校

生が３６人、大学生が１３人で、合計４９人の応募があった。応募

状況の推移であるが、平成１４年度が６７人、平成１５年度が８６

人、平成１６年度が５０人、平成１７年度が５３人ということで、 

昨年度と比較すると４人少ないという応募状況である。 

 なお、５月２６日金曜日に平成１８年度第１回奨学資金運営委員

会を開催し、応募者の中から高校生３５人、大学生３人、合わせて 

３８人の奨学生を選考する予定である。 

 また、委員である亘理職務代理者と伊藤委員にはご出席のほどよ 

ろしくお願いする。 

 以上である。 

 

伊東委員長   何かあるか。よろしいか。 

 それでは、報告事項２、小学校オーケストラ鑑賞教室について。 

 

浜田指導主事  去る平成１８年４月２８日に、武蔵野市民文化会館において音楽 

鑑賞教室を開催した。小金井市立小学校第６学年約９００名が参加
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し、日本ニューフィルハーモニー管弦楽団の演奏を鑑賞した。児童

の鑑賞態度もよく、身を乗り出すようにして演奏を聞いている姿が

見られた。また、指揮者体験の場面では、代表児童２名がオーケス

トラの指揮に挑戦し、会場や楽団員から大きな拍手をもらっていた。

今年度はオーケストラの編成が大きくなり、音に厚みが増え、迫力 

のあるものとなった。 

 以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 ご質問はあるか。 

 

菊地委員    小金井の再開発で公会堂か何かができた場合、小金井でできる状 

況はあるか。音響効果などはどうか。まだ計画はわからないか。 

 

本多教育部長  駅の再開発の関係で、市民交流センターという一応公会堂にもか 

わる代替施設、そういったホールで音楽も対応できるかと思ってい 

るが、人数的に、ちょっとそこの収容が難しい。 

 

亘理委員長   この鑑賞教室の目的は何か。その後の授業であり、音楽教育にど

職務代理者  のように活用されているか。 

  

浜田指導主事  音楽を通して情操を豊かにするのが一番の目的である。本物のオ 

ーケストラに触れさせるという機会はなかなかないので、そのよう

な機会をつくり、生の演奏を味わうというのが一番の目的になると 

思う。 

 そして、事後指導としては、そのときの感想を語り合い、あるい

はもう一回レコード等で聞き直し、そのときの様子をまた味わうと

いうことも考えている。また、オーケストラの音色、いろいろな楽 

器の音色を授業の中で勉強し直すということもやっている。 

 以上である。 

 

伊東委員長   よろしいか。 

 

谷垣教育長   パルテノン多摩との関係はどうか。 
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浜田指導主事  １５年度までは東京都と共催でやってきたが、１６年度より都の 

補助金がなくなった。多摩・島しょ子ども体験塾市町村助成金をい

ただくようになり、今年度から編成を大きくすることができるよう 

になった。 

 

谷垣教育長   今年度からではなくて、今年度はということではないか。 

 

浜田指導主事  今年度はである。 

 

谷垣教育長   具体的にはどのくらいの違いがあるのか。 

 

浜田指導主事  昨年度まで４６人編成だったオーケストラを、６７人編成、一般 

編成と言われる大きなものに変えることができ、その出演料も、以

前は約１２６万円だったところを約１９５万円という規模で出演し 

ていただくことができた。 

 

伊東委員長   本格的なオーケストラになったわけであるか。 

 

浜田指導主事  そういうことがこの助成金のおかげでできるようになったという 

ことである。 

 

伊東委員長   今年だけか。まだ来年はわからないのか。 

 

冨士道     来年度についても、この助成金についてまだ少し未確定な部分が

指導室長   あるが、ぜひこういう形では継続していきたいと考えている。 

 

伊東委員長   ありがとう。よろしいか。 

 それでは、報告事項３、小金井市清里山荘の指定管理者候補者の 

選定についてお願いする。 

 

伊藤生涯学習  地方自治法の２４４条の規定に従い、清里山荘の管理を指定管理

課長補佐   者に行わせるための作業を進めてきたが、去る４月２５日、選定委 

員会からの答申をいただいたのでご報告する。 

 選定結果であるが、３月5日、市報及びホームページで公募し、４

月３日まで募集した。５団体からの応募があった。４月１２日、一
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次審査、４月２４日には二次審査を行った結果、４月２５日に選定

委員会よりフードサービスシンワを指定管理者候補とするという答

申をいただいたのでご報告する。 

 フードサービスシンワであるが、現在、清里山荘の管理運営を委

託している会社である。事業実績であるが、清瀬市の蓼科山荘、そ

れから新宿区の女神湖高原学園、板橋区榛名林間学園、台東区の少

年自然の家、長野県佐久創造館などを指定管理者として運営してい 

るところである。経験についても十分かと考えている。 

 現在の作業であるが、協定書、それから個別仕様書の作成をして 

いるところである。 

 今後の日程であるが、６月議会で指定管理者を決定していただき、 

9月１日から指定管理者による運営に移りたいと考えている。 

 以上で報告を終わる。 

 

伊東委員長   ５団体が立候補したという説明があったが、選考する基準はどう 

か。 

 

伊藤生涯学習  経営基盤が安定しているということ、利用者へのサービスが十分

課長補佐   であるということ、それから利用者を伸ばしていくというプログラ 

ム、企画が豊富であるかということについて検討している。 

 

伊東委員長   例えば金額的に入札みたいな形をとるなどはしなかったのか。 

 

伊藤生涯学習  指定管理料ということについても、一定運営経費についての見込

課長補佐   みを出していただいてはいる。ただ、経費のみによって選定すると 

いうことではなく、教育施設であるので、青少年に対する事業が充 

実しているということも一つ大きな選定の基準になっている。 

 

伊東委員長   ありがとう。ほかにあるか。 

 今回、小金井市で指定管理者ということで、フードサービスシン

ワは、確かに実績もあるようだが、ほかのところでも同じような、

例えばこの会社が事業を企画して市民を呼ぶとか、そのようなこと 

もやっているのか。 

 

伊藤生涯学習  清瀬市、新宿区、板橋区、台東区、それから長野県の関係で同じ
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       ような施設を指定管理者として運営している。 

 

伊東委員長   わかった。ほかに何かあるか。ありがとう。 

 それでは、報告事項４、平成１８年度東京都公民館連絡協議会定 

期総会の結果についてお願いする。 

 

中嶋公民館長  過日、４月１９日午後２時から、東大和市立中央公民館ホールに 

おいて、平成１８年度東京都公民館連絡協議会定期総会が開催され

た。代議員数１０５人中８３人の出席と１５人の委任状提出により、

総会は有効に成立した。平成１７年度の東京都公民館連絡協議会事

業報告、一般会計決算と特別会計決算の認定及び規約の改正などに 

ついての承認となった。 

 報告事項では、三鷹市が平成１８年３月末日、脱会届けの提出が

あり、４月１日付けで羽村市が再加盟したので、東京都公民館連絡 

協議会の加盟数は１７市１町に同じである。 

 次に、今回の定期総会で平成１８年度東京都公民館連絡協議会役

員の承認及び平成１８年度東京都公民館連絡協議会運営方針が承認

され、小金井市が第４４回東京都公民館研究大会の事務局市となっ 

た。 

 なお、昭和５０年２月２５日、第１３回研究大会を開催してから

３１年ぶりに小金井市で開催するが、加盟各市の脱会の動きなどを

視野に入れて、小金井大会では全大会を簡素化し、研修の充実を図 

る方向で説明をし、了承されてきている。 

 また、開催市としての市長、教育長、また東京都社会教育課長か 

らのご挨拶を予定している。 

 開催日は、平成１８年１２月３日、日曜日、午前９時３０分。開

催場所は、小金井市立小金井第二中学校を予定している。今後、教 

育委員会においてもご協力方よろしくお願いする。 

 以上ご報告をする。 

 

伊東委員長   ありがとう。よろしいか。 

 

菊地委員    受けたのは大変だと思うが、頑張っていただきたい。脱会という 

ことを聞いたが、どういう理由で脱会するのか。 
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中嶋公民館長  脱会する側も非常に口が重く、諸般の事情によるということであ 

る。いずれにしても、三鷹市の場合には、その条例の中に社会教育

法に基づく公民館という位置づけであるので、三鷹市の施策とのか 

かわりだと思う。非常に口数が少ない状況である。 

 

伊東委員長   それでは、報告事項５、第１９期小金井市公民館企画実行委員選 

出についてお願いする。 

 

中嶋公民館長  小金井市公民館条例第２１条に企画実行委員の設置として、公民 

館に公民館の行う各種事業の専門的な事項を調査研究並びに企画実

施に当たるため、青少年教育、成人教育、文化活動及び視聴覚ライ 

ブラリーの公民館企画実行委員を設けることができるとある。 

 また、小金井市公民館企画実行委員選出要綱により、成人教育・

文化活動部門の委員数は、各館６人以内、５館で３０人以内となっ

ている。このたび第１８期委員の任期が平成１８年７月２０日に満

了するので、第１９期の委員候補者について各種団体からの推薦並

びに市民からの候補者募集を市報５月１５日号に掲載している。任

期については、平成１８年７月２１日から平成２０年７月２０日ま 

で。 

 概要については、説明会を６月６日火曜日、午後２時から。推薦

と立候補の締め切り日は６月１４日午後５時。候補者調整会を６月

２０日火曜日、午後４時。教育委員会には、企画実行委員候補者名

簿の議案提出を７月１１日に、委嘱状の伝達を７月２１日と予定し 

ている。 

 以上ご報告をする。 

 

伊東委員長   よろしいか。 

 

亘理委員長   公募ということであるが、年齢や男女別などはどのようにお考え

職務代理者  になっているのか。 

 

中嶋公民館長  要綱の上では、年齢的には１８歳以上ということで、上限の定め 

はない。また、当然、市民参加条例などで男女の均衡ということも 

あるが、これも立候補者の状況によると思っている。 
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伊東委員長   それでは、報告事項６、第１１回東京国際スリーデーマーチにつ 

いてお願いする。 

 

林体育課長   第１１回東京国際スリーデーマーチは、５月３日、４日、５日の 

３日間の日程で開催した。参加人数については、配付資料のとおり 

総合計５万８,２０４人である。 

 次に、参加者の病人、けが人等の状況であるが、救急隊を要請し

たものは５件あった。いずれも入院するほどではなかったが、転倒

し、頭部と顔面を縫った方がそれぞれ一人ずついらっしゃった。そ

の他の３件は、裂傷、打撲、腰のひねりとなっている。その他救護

班で対応したものは、足のまめ、筋肉痛など、３日間とも２０件か 

ら３０件ほどあった。 

 次に、苦情等の状況であるが、沿道の住民からのものとしては、

参加者が道いっぱいに広がって迷惑しているといったものが多く、

参加者からの苦情としては、コースの途中での案内表示がわかりに 

くいといったものが多かったという状況である。 

 次に、中学生のボランティアについてご報告する。中学生ボラン

ティアは、各中学校にご協力いただき、合計４２人にご参加いただ

いた。ボランティアの内容は、受付、スタート、ゴールでのチェッ

クカードへのスタンプ押しなどで大変熱心にご協力いただいた。参

加された中学生については、後日、市長、教育長の連名で感謝状を 

贈る予定となっている。 

 以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 参加された方のご感想などをいただけたらと思う。 

 

亘理委員長   私は２キロメートル、主人は２０キロメートルを５月３日の大変

職務代理者  お天気のよい日に歩かせていただいた。６４５人もいらっしゃるな 

んて信じられない。おかげさまでとてもいい経験をさせていただい 

た。 

 今、トラブルなどはお聞きしたが、次回どうしようとか、ここは

困ったなという、次回に生かしたいということで一番話題になって 

いることは何か。何かあったらお願いする。 
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林体育課長   まだそういった情報を収集している段階であり、具体的にこれは 

こうしようといったところまではいっていない状況である。 

 

伊東委員長   実行委員長から一言ご感想を。 

 

谷垣教育長   今、体育課長から話があったように、一つは表示。まず公園の中 

でもう既に出口まで行くのに迷うということなので、案内表示をも

う少し工夫してもらたいということや、それからコースの設定の中

で、私有地なのかどうかわからないが、一部そういうところがあり、

急遽コースを変更した場合があるということなので、それについて

は早いうちに反省会をし、来年の改善に向けて取り組みたいと思っ 

ている。 

 会場については、ボランティアでごみの整理をしていただいたお

かげで、環境にも非常に配慮していただいて大変よかったと思って 

いる。 

 小金井市民の参加が少し少なかった。また、町で「きょうは何が

あるのか」と。「スリーデーマーチだ」と言ったら「スリーデーマ

ーチとは何か」ということなので、この大会が小金井市の活性化、

小金井市のよさをアピールする一つの大きな場になればと思う。今

後とも運営のあり方については、改善するところは改善していきた 

いと思っている。 

 

伊藤委員    私は、とにかく暑いというか、３日間いいお天気で本当にご苦労 

さまだったと思っている。私は、たまたま葬儀等があり、３日目の

日にほんの少しだけ伺わせていただいたが、そこで中学生のボラン

ティアの子どもと話すことがあったときに、子どもが非常に誇りを

持っていた。たまたま緑中の子どもだったが、道徳公開講座の授業

も態度もよくて、君たちがこんなに頑張っていてうれしいと言った

ら、勉強なら任せていただきたいみたいな話があったり、その前の

２９日にあったオリエンテーリングにもボランティアが３５人も参

加したという校長先生のお話を伺ったりして、こういったことが一 

つ一つ積み重なっていくことが大事なのではないかと強く感じた。 

 また、教育長のお話にもあったとおり、ＰＲの不足と小金井公園

が広過ぎるのか、小金井公園に着いてから会場にたどり着くまでに

私は１５分も２０分を迷ってしまい、どこで行われているのかなと。
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駐車場の裏だと言われ、裏というのもいろいろあるなと。表現とい

うか、そういったことに、今後はアドバルーンでも上げて、ここで 

やっているとわかるのがあるとすばらしいと思った。 

 第１回目としては大変よかった。お天気にも恵まれたということ 

が幸先を物語っているのではないかと感じた。 

 

伊東委員長   体育課長、ボランティアの方の宿泊など体育館を使ったようだが、 

あの辺はどうだったのか。 

 

林体育課長   ボランティアの宿泊については、全国から来た日本ウオーキング 

協会の方、男性１５０人が体育館の柔剣道場に、それから公民館緑

分館の宿泊施設に女性が約３０人、５月２日から３日間お泊まりい

ただき、早朝からの作業に備えていただいたという状況になってい 

る。 

 

伊東委員長   あと、職員の体制も、お休みのところ３日間大変だったと思うが、 

もちろん３日間だけではなく、それ以前からずっとスタートしてい 

たと思うが、どのような体制で臨まれたのか。 

 

林体育課長   職員は、まず先ほど申したボランティアの宿泊に伴う関係である 

が、体育館のほうでは体育課の職員が２人ずつ交代で宿泊勤務。そ

れから、緑分館のほうは、５月２日が休館日ということで、通常は

宿泊の体制がとれない中、中嶋館長に特別に出ていただき、対応を 

した。 

 あとは、当日の中学生の案内、あるいは会場の整理等については、

庶務課、学務課、生涯学習課から毎日一人ずつ、合計３人に来てい 

ただき、対応したところである。 

 以上である。 

 

伊東委員長   ここには書いていないが、私が伺ったときには外国の方も来られ 

たようだが、外国の方がどのくらいとか、そのような数字は出てい 

るか。 

 

林体育課長   そのあたりの数字はまだ入っていない。 
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伊東委員長   いずれにしても、教育長先生の実行委員長のもとで、新しい部長 

さんで、新しい次長さんで、新しい体育課長さんで本当に大変だっ

たと思うが、僕は大成功だったのではないかと思っている。もちろ

んいろいろと来年に向けての課題なり、問題点は当然あっておかし

くないし、また来年、再来年と長い目で見たビジョンを考えていた

だき、小金井に定着して、小金井ここにありということを全国に知

らしめるようなすばらしい大会であるので、また来年に向けて頑張

っていっていただきたいと思う。本当にお疲れさまであった。あり 

がとう。 

 それでは、報告事項７のその他に移るが、その他はあるか。 

 

古屋図書館長  それでは、夜間開館及び５月の連休の開館の利用状況について報 

告する。 

 昨年、図書館協議会から開館時間は午後８時までという答申を受

け、４月１９日から夜の８時まで開いたという状況である。それに 

ついて報告したいと思う。 

 ４月１９日水曜日が１０時から夜の８時まで全体が３３８人貸出

し利用した中の、午後５時から８時まで貸出し利用した方が４９人

ということで１４.５％の利用者であった。あと、４月２０日木曜日

が２３９人中６１人、２５.６％。４月２１日金曜日が２４８人中３

８人で１５.３％。４月２６日水曜日が３２１人利用者の中の６４人

で１９.９％。４月２７日木曜日が２４６人のうち４１人で１６.

６％。４月２８日金曜日が２８７人のうちの２９人で、ちょうど１

０％。全体平均では１,６７９人の２８２人で１６.８％という状況

である。これはあくまでも本を借りた人だけの数字であり、そのほ

かに新聞を読んでいるとか、本を読んでいる方もいるので、 

実際の利用者はもっといたという状況である。 

 あと、５月の連休の開館状況であるが、５月３日水曜日、２６０

人の貸出し利用、５月４日が２６２人の貸出し利用。これは祝日で 

あるので、午前１０時から午後５時までという状況である。 

 ５月３日だけであるが、職員に図書館内にいた人数を勘定し利用

状況を見させてもらったところ、１階が約３００人ぐらいの利用で

あった。２階は児童室並びに参考資料室があり、それを含め５０人

ぐらいで、５月３日の利用は、数を大体勘定してもらった中で 

３５０人ぐらいではないかと。 
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 それで、５月４日の木曜日であるが、連休２日目又はＰＲ等が効

いたのかわからないが、５月３日の１０時の開門のときには、いつ

もどおり大体８人ぐらいであったが、５月４日の１０時の開門のと

きには、１４人が待っていてたぐらいであるので、今後も利用者が 

増えて来ると思う。 

 夜間開館並びに５月の連休については以上のとおりである。 

 

伊東委員長   お話を伺っていると、夜まであけていて、これだけの人数は意外 

と多い。割合も、もっと少ないかと思ったら大変多く、本当に市民

サービスにつながっているなという感じがする。これからもぜひよ 

ろしくお願いしたいと思う。 

 ほかにその他はあるか。 

 私のほうから１件。先日、インターネットを開いていたら、各学

校の耐震工事であるとか、入札のほうが大分決まったようで、業者

も選定されてきたみたいだが、緑小学校の緑化工事についてはもう

ちょっと具体的にどのようにやるのか、おわかりになる範囲内で教 

えていただけたらと思う。 

 

尾上庶務課長  具体的にというお話であったので、今の段階でお話をさせていた 

だける部分があったらお話ししたいと思う。 

 基本的に壁面緑化であるので、屋上緑化とともにヒートアイラン

ド現象の緩和、あるいは緑比率の向上に貢献できるということで、 

施策として今回１８年度で実施したいということである。 

 壁面緑化の概要であるが、基本的に北校舎の南面に校庭の花壇か

ら2階ベランダまでネットを張り、つる性の植物をはわせ、日光を遮

断するとともにあわせて植物の成長を観察することなどにより、子

どもたちの環境学習にも広く活用できるものと考えている。今年度

は、今、委員長からご指摘があったように、緑小学校を試験的に実

施するという内容になっている。先ほど申したように、北校舎で行

うが、学習については４年生の理科で「身近な植物を調べよう」と

いう単元があり、ここでニガウリやヘチマなどのつるれいしの様子

を観察する授業があるので、授業の一環として行いたいということ

である。 

 工事のスケジュールであるが、４月上旬から５月中旬までにゴー

ヤやヘチマなどの苗づくりを行う。それから、同時に壁面緑化の起
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工、いわゆる設計、それから現説などを行い、５月中旬までには土

壌改良も含めた壁面緑化に係る工事を行いたい。あと、５月中旬か

ら苗の植えつけを行い、先ほど申したような植物の観察であるとか、

室内温度の計測などを行い、９月になれば根っこの除去、あるいは 

１０月につるの処分というスケジュールを考えている。 

 なお、緑化に際しては、教室内の照度、要するに緑が覆うことに

より暗くなってしまう場合もあろうかと思うので、その場合には照 

度を確保するようにしたい。 

 概略については、以上である。 

 

伊東委員長   ちょっと細かい質問であるが、そうすると垂直に伸びていくのか。 

 

尾上庶務課長  ネットにはわせていく。 

 

伊東委員長   ネットを張るのは斜めではなくて。 

 

尾上庶務課長  斜めである。このような感じになる。 

 

伊東委員長   緑小の職員室があるが。           

 

尾上庶務課長  渡り廊下の西側になる。 

 

伊東委員長   バスケットのコートのほう。 

 

尾上庶務課長  真ん中に中庭があるが、その北校舎のところの2教室にはわせる 

ということである。 

 

伊東委員長   2教室にはわせる。 

 

尾上庶務課長  2教室分である。 

 

菊地委員    校舎からどのくらい離すのか。あまりくっつけると。 

 

尾上庶務課長  実測はわからないが、あそこに花壇があるので、その花壇から行 

うという形である。 
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伊東委員長   ヘチマをやるとすると、離したらとれなくなる。 

 

菊地委員    校舎の壁面と離しておかないと、虫がついたり、問題があるのと、 

余り高いと上までいかない。どこまでいくのか。 

 

伊藤委員    結構いく。 

 

菊地委員    ２階までいく。２階でも観察できるのか。 

 

谷垣教育長   育ってくると、今度は教室の照度の問題が出てくる。 

 

尾上庶務課長  ほかの事例を見ても、どうしてもそういう形になるので、照度の 

部分は一応念頭にあるので、その形でやりたいと思っている。 

 

伊東委員長   試しにやってみて、いい結果が出るといい。 

 

尾上庶務課長  ぜひそのようになることを考えている。 

 

伊東委員長   お願いする。 

 その他はあるか。 

 それでは、今後の日程に移る。 

 

尾上庶務課長  それでは、教育委員会今後の日程についてご報告する。 

 初めに、小金井市立小中学校ＰＴＡ連合会理事総会が、５月１３ 

日土曜日、小金井第四小学校体育館で開催予定である。 

 また、関東甲信静市町村教育委員会連合会総会及び研修会が、５ 

月１８日、鎌倉市の鎌倉芸術館で開催される。 

 次に、東京都市町村教育委員会連合会第５０回定期総会が、５月 

２５日木曜日、自治会館で午後２時から開催予定である。 

 第６回教育委員会が、市議会の定例会の開催日程の関係で５月 

３０日の火曜日、午前９時から、本会場で開催予定である。 

 第７回教育委員会が７月１１日火曜日、午後１時半から本会場で 

開催予定である。 

 それから、東京都市教育長会主催の研修会であるが、７月２７日
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木曜日、予定では午後２時から、講師をお招きして開催予定である。

現時点では、講師は未定となっている。ただ、参加については、各

市の教育長のみならず、教育委員、学校長、その他事務局職員も広 

く対象としているので、どうぞご参加をお願いしたいと思う。 

 続いて、第８回教育委員会が８月８日火曜日、午後１時半から本 

会場で開催予定である。 

 日程については以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 これで議題はすべて終了した。それでは、平成１８年第５回小金 

井市教育委員会定例会を終了する。 

  

閉会 午後２時０９分 

                                                           

  


