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平成２９年度 静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会について（案内） 
 
 

時下、ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。日頃は、言語・聴覚・発達障害に関する教育

と本会の活動にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。 
本会は、県下の通級指導教室（言語、発達、難聴）や特別支援学級（難聴）の担当者を中心に、

幼児指導者、病院・施設の言語聴覚士などで構成する研究組織です。年 3 回の定例研修会では、全

国より著名な講師をお招きして研修を深めております。また、県下、東部・中部・西部の各地区に

おいても地区講習会などを積極的に開催し、会員の資質向上と指導者の養成に努めております。 
つきましては、特別支援教育コーディネーターの先生や就学支援担当の先生をはじめ特別支援教

育に関心のある先生方に、本会にご加入いただきたく、別紙のとおりご案内申し上げる次第であり

ます。公務ご多用の中、たいへん恐縮ではありますが、関係の先生方にご紹介いただきますようお

願い申し上げます。 
なお、研修の概要と入会の手続きにつきましては、別添「研修開催予定」・「入会申込書」をご参

照ください。 
 

 
 
 

担当 静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会  
事務局 静岡市立番町小学校 

通 級 指 導 教 室  
       清 水 直 子  

TEL・FAX    054-252-8800 



  
                         教室会員様用 

【入会手続きについて】   

必要事項をご入力の上、４月１０日（月）までにホームページよりお申し込みください。FAX または郵送にて下

記地区事務局宛にご提出いただくこともできます。 

入会案内ＵＲＬ http://www.shizugenken.jp/nyukaiannai 
 

 

【年会費について】 

年会費は、「第１回定例研修会」開催時に徴収させていただきますが、「第１回定例研修会」に不参加の場

合は、下記口座に１名につき 3,000 円を４月３日（月）から５月１７日(水)の間にお振込ください（会員登録が

お済みになってからお願いいたします）。 

振込先  静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会   会長    大石 成伸 

       (店番)116  (口座番号)普通 0560563   静岡銀行 安西支店 

※まとめて複数人数分を振り込まれる場合は、振り込まれた全ての会員名を振込票に記載してください。 

【定例研修会・地区講習会の案内について】 

研修会・講習会ごとに案内・参加申込書を本会ホームページに掲載いたします。 

【会員必携・会誌・会報について】 

本会ホームページにて掲載いたします。 

※会員ページのパスワードは会員登録後、第一回定例研修会にてお知らせいたします。 

【分科会について】 

下記の分科会があります。定例研修会ごとに参加する分科会は選択できます。 

構 音 発音が未発達だったり、誤りがあったりする子どもへの支援などについて 

吃 音 ことばのリズムにつまずきがある子への支援などについて 

言語発達遅滞 ことばの発達に遅れやつまずきのある子への支援などについて 

難 聴 難聴のある子どもへの支援などについて 

発達障害 LD、ADHD、自閉症など発達障害のある子どもへの通級指導や通常学級での支援について 

教室経営 通常学級や特別支援学級または、保護者との連携について 

 

FAX 送付票  （教室会員様用） 

（東・中・西）部地区事務局 様  

静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会入会申込書 

教室名 
幼児 ・難聴 ・言語 ・発達 

（該当するものに○をつけてください） 

担当者名（職名）               （     ）             （    ）          （    ）     

連絡先 

(配布物送付先) 

メールアドレス 

〒□□□-□□□□  ℡    -     -        FAX     -     - 

静岡県 

静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会入会について 

西部地区事務局 
浜松市立北浜小学校 
℡直通０５３－５８７－４２６１ 
 学校０５３－５８６―２９９０ 
FAX ０５３－５８６－３０３５ 
〒434－0036 
浜松市浜北区横須賀８００番地 

中部地区事務局 
菊川市立小笠北小学校 
℡学校０５３７－７３－２０５４ 
FAX ０５３７－７３－２４３２ 
 
〒437－1522 
菊川市嶺田５９番地 

東部地区事務局 
熱海市立第二小学校 
℡直通０５５７－８５－３３０１ 
 学校０５５７―８１－０２８５ 
FAX ０５５７－８５－３３０１ 
〒413－0028 
熱海市桜町３－２０ 



静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会会員 様 

 

静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 

     会長(静岡市立番町小学校長)大石 成伸 

 

 

平成２９年度会費の納入について（お願い） 

 

 日頃は、本県の静岡県言語・聴覚・発達障害教育及び本会の活動にご尽力を賜り深く感謝申しあ

げます。 

さて、本年度、会費納入について下記のように納入くださいますようお願い申しあげます。 

 
記 

 
１ 会費    会員１名につき、３,０００円 
 
２ 納入期限  平成２９年５月１９日(金) 
               ＊振り込みの場合は１７日（水）までにお願いします。 
 
３ 納入方法 ➀ 現金による納入   
         第一回定例研究会の受付にて、直接納入してください。 
 
       ➁ 口座振込による納入  
         下記口座に納入してください。 

       〈加入者名〉静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 

 会長 大石 成伸 

  

       〈口座番号〉店番１１６ 普通０５６０５６３ 

 静岡銀行 安西支店 

 

 

４ その他   振込の場合は、振込人氏名がわかるように、振り込まれた全ての会員名を振込票

に記載してください。 

 

担当 静岡市立番町小学校      

      通級指導教室  山田円香 

Tel/fax 054-252-8800 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成29年4月3日 

静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会会員 様 

                   静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 

                       会計部 

 

会費の請求について 

 

日頃は、本県の言語・聴覚・発達障害教育及び本会の活動にご尽力を賜り深く感謝申し上げます。 

行政等に本会会費を負担していただく場合の行政等に対する請求について、下記の点についてご

配慮ください。 

 

１ 会費の納入は、原則、個人負担となります。したがって、厚意により行政で負担していた

だいている場合は、個人（教室）と行政間での調整をお願いします。なお、会費納入に当

たって文書が必要な場合は、静言研のホームページの「平成２９年度会費の納入について」

をダウンロードしていただき、ご利用ください。 

 

２ 任意団体である静言研としましては、会費を負担している一部の市・町に対し、請求書を

出す立場ではありませんが、手続き上、請求書が必要な場合は、各自、請求書をご用意い

ただき、第一回定例研に持参してください。（定例研前に請求書が必要な場合は、郵送し

てください。その際、返信用封筒・切手を同封してください。） 

 

３ 会費の納入について 

   第一回定例研の受付にて、静言研の年会費を集金させていただきます。その際、各教室・

施設で会費をまとめ、つり銭のないように用意してください。その場で、金額を確認いた

しますので、封をせずにお持ちください。封筒には、下記の用紙を貼り「所属名・人数・

合計金額・氏名」を記入してください。引き換えに、領収書をお渡しいたします。 

また、会費を銀行振り込みする場合は、「平成２９年度会費の納入について」をお読み
ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静言研 Ｈ２９年度会費 

所属名（          ） 

3000 円×(  )人＝（    ）円 

氏名（            ） 

  （            ） 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 平成 29年度 定例研修会  地区講習会  
 

  ＜ テーマ ＞ 言語・聴覚・発達障害のある幼児・児童・生徒に対する指導実践を通して、支援のあり 

        方を研修する。 

  ＜研究方法＞・講演会及び、テーマ研修を中心とした分科会を行い、言語・聴覚・発達障害に関する専 

         門性を高める研修をする。 

        ・事例研修を行い、個に応じた支援のあり方や教室運営等についての研修を深める。 

        ・講演会及び、分科会の内容と地区別研修会の内容を研究会誌で報告する。 
 

（１）定例研修会 
回 地区 期  日 会  場 内  容 
 

 

第１回 

 

 

 

 

 

中部 

 

 

 

 

 

5月19日 
（金） 

 

 

 

会場：静岡県男女共同参画 
センターあざれあ 

担当校：静岡市立 

    清水三保第二小学校 

    清水浜田小学校 

【午前】講演「ことばに問題をかかえた 
子への指導」 

      講師  石野 千鶴 先生 

【午後】総会 
分科会 

  構音障害、言語発達遅滞、吃音、 
難聴、LD等、教室経営、中学校通級 

 

第２回 

 

 

 

西部 

 

 

 

11月22日 

  （水） 

 

 
会場：浜松市 

浜北文化センター 
  

担当校：浜松市立 
       二俣小学校 

     浜北北部中学校 

【午前】講演「音韻意識と構音・言語発達」 

     講師 中村 哲也 先生 

ワークショップ 

 

【午後】講演「発達障害児の支援」 
     講師 内山 敏 先生 
     

 

第３回 

 

 

 

東部 

 

 

 

2月15日 

    （木） 

 

会場：三島市 
三島文化会館 
 

担当校：伊豆市立 

      修善寺南小学校 
 

【午前】講演 
     講師 久保山 茂樹 先生 
    

【午後】分科会 

     構音障害、言語発達遅滞、吃音、 
難聴（情報交換）、LD等、教室経営 

 
 
（２）地区講習会  期日・会場などの詳細については随時ホームページにてご案内いたします。 

地区 内容 
東部 ・新任者研修会 ・事例検討会 ・講演会 ・指導者講習会  

・検査技能講習会 
中部 ・新任者研修会 ・検査技能講習会 

・担当者講習会（不登校児への対応）（読み書き支援）等 
西部 ・新任者研修会 ・指導者講習会 ・検査技能講習会 

・担当者講習会（構音指導）（吃音指導）（教材について）等 
 

平成2９年度 研修開催予定 




