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平成３０年美濃加茂市教育委員会 ５月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成３０年５月２２日（火）午後１時３０分から午後３時２０分まで 

  美濃加茂市役所分庁舎４階 第１会議室 

 

２ 出席者 

  （教育委員） 

   教育長 日比野 安平 

   委 員 鹿野 久美子 

   委 員 矢島 良子 

   委 員 高野 光泰 

   委 員 渡邉 博栄 

   委 員 手嶋 秀人 

（事務局） 

  事務局長 小田島 史佳 

  教育センター次長 山内 章 

  学校教育課課長補佐 竹内 久美子 

  教育総務課課長補佐 長谷川 壮重 

   

 

 

３ 欠席者 

  （事務局） 

   学校教育課長 社本 勝義 

 

   

   

４ 開会 午後１時３０分 

 

５ 議事日程等 

 （１）教育長あいさつ 

 

 （２）会議録署名委員の指名 

 

 （３）４月定例会会議録の承認について 

 

 （４）議事 

議第１号 平成２９年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１２号）(案)に関する教育

委員会の意見について 

議第２号 美濃加茂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例(案)に関する教育委員会の意見について 

議第３号 平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第２号）(案)に関する教育委

員会の意見について 

議第４号 平成３０年度学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

議第５号 美濃加茂市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の委嘱について 
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（５）協議・報告事項 

    ① 中学校における部活動の運営について 

② 教育委員会行事予定等 

③ 教育センター事業報告 

 

 （６）その他 
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会 議 録 

 

（１）教育長あいさつ 

 

日比野教育長 ※教育長から開会のあいさつ 

・１ヶ月が過ぎたが、学校からは大きな問題は上がって来ていない。 

・５月１８日（金）夕方、下米田小学校グラウンドにて野球のボール

が背中に当たってけがをした児童がいる。 

・ダボ市長等一行８名が美濃加茂市を訪問された。山之上小学校にて

スカイプを使ってダボの学校と交流するちょうど良いタイミングで

あり、その交流に参加していただいた。市長がお越しになるという

ことで、山之上小学校では準備を整えお迎えした。児童らは互いに

子どもらしい質問が交わされ、面白かった。 

・今年度のダボ市派遣団の引率教員を決定した。また派遣生徒の選考

会が５月１９日（土）にあり、中学生５人、高校生５人が決定し

た。７月末から１０日間の滞在日程でダボを訪問する。秋にはダボ

から生徒らが来市する。来年度は交流３０周年となる。 

・オーストラリアは南半球にあり日本とは気候が逆になる。大変良い

経験ができる。また、時差は１時間ほどで交流もしやすい。 

・ダボから中之島公園にオーストラリアのバーベキューグリルを寄贈

いただいた。ダボは隣町と合併したが、名前は「ダボ」が残った。

非常に若い市長である。市の組織は美濃加茂市のものとは異なる。 

・全国教育長会で岩手県へ行ってきた。長崎県のある市では、中学校

に生徒が１人だけの学校があり、先生は７人が配属されている。小

学校は児童２人だけとのことである。 

・福島県飯館村と蜂屋小学校が交流している。新しい校舎に５０億円

かかった。児童数は５０人で、一人当たり１億円の計算。市として

は、子どもが育てば返ってくるので、それでも良いと考えておられ

る。 

・４月は東海北陸都市教育長協議会、５月は全国都市教育長協議会が

あった。 

  

 

（２）会議録署名委員の指名 

 

小田島事務局長  次に、会議録署名委員の指名をお願いします。 

  

日比野教育長  今回の会議録署名委員は、渡邉委員にお願いします。 

 

渡邉委員  よろしくお願いします。 



4 

 

  

 

（３）４月定例会会議録の承認について 

 

日比野教育長 次に、４月定例会会議録の承認についてです。 

  

長谷川課長補佐 ※鹿野委員の修正箇所について説明。 

  

鹿野委員  文章にならないように話していたようです。修正をお願いします。 

  

日比野教育長  その他にご意見はございませんか。 

それでは、鹿野委員の発言箇所を修正し、承認とします。 

  

（４）議事 

議第１号 平成２９年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１２号）（案）に関する教育委員

会の意見について 

 

日比野教育長 それでは、議題へ移ります。 

議第１号、平成２９年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１２号）（案）

に関する教育委員会の意見について、事務局から説明をお願いします。 

  

小田島事務局長 ※平成２９年度から平成３０年度への繰越明許費について資料に基づ

き説明 

・伊深小学校と西中学校の屋上防水改修工事について、設計監理及び改

修工事に係る予算を繰り越す。 

・小学校費（小学校施設営繕工事） １５，１５２千円 

・中学校費（中学校施設営繕工事） ４２，１０４千円 

  

日比野教育長 委員の皆さんから質問はよろしいですか。 

  

手嶋委員 繰り越す理由は何でしょうか。 

  

小田島事務局長 補正予算を平成２９年度の３月の市議会で認めていただいたもので

す。平成２９年度３月中に施工することが難しく、３０年度に繰り越し

て、設計等をさせていただくというものでございます。 

  

手嶋委員 分かりますが、なぜ平成２９年度でできず、３０年度になったのです

か。 

  

小田島事務局長 この工事は、夏休み期間に工事をしたいので４月当初に入札を行い、
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業者を決めて夏休みに間に合うような計画になってくるということで、

平成２９年度に補正予算を付けていただいて３０年度に繰り越させて

いただいております。 

  

日比野教育長 少しでも早く設計を行うために平成２９年度予算で付けてもらった

ものですが、始めから年度内での完成は困難で、繰越が必要な工事です。 

その他にご質問はよろしでしょうか。 

それでは、議第１号につきましては、原案のとおり承認することとし

ます。 

  

 

議第２号 美濃加茂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例(案)に関する教育委員会の意見について 

 

日比野教育長 次に、議第２号、美濃加茂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)に関する教育委

員会の意見について、事務局から説明をお願いします。 

  

小田島事務局長 ※放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について資料

に基づき説明 

・国の省令が改正されたことに伴い、市の基準も併せて改正するもの。 

・引用する法令を「学校教育法」から「教育職員免許法」に改めること

により、教員免許の更新がなくても放課後児童支援員となることがで

きることが分かるように改正する。 

・５年間以上放課後児童健全育成事業に従事し市長が認めれば放課後

児童支援員になることができるよう条件を緩和した。 

・改正省令が４月１日施行のため、条例改正を３月末に専決処分し、次

の市議会で承認を得るもの。 

  

日比野教育長  教員免許の更新制度が始まって、１０年で更新が必要となりました。 

 学校での教員は免許の更新をして資格がないといけませんが、放課後児

童クラブでの支援員は更新の必要がないと。もう１つは、高卒以上でな

いと支援員になるための研修に参加することができなかったものが、高

卒でなくても５年以上従事していて市長が認めれば支援員になれるよ

うにしたわけです。全国的に人手が足りなくて困っているという状況が

あり、国が条件を緩和してきたということが背景にあります。 

  

鹿野委員  支援員に年齢基準は無いのですか。 

  

長谷川課長補佐  年齢の基準はありません。 
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日比野教育長  その他にご質問はありませんか。 

質問も無いようですので、議第２号については、原案のとおり承認す

ることとします。 

 

議第３号 平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第２号）(案)に関する教育委員会の

意見について 

 

日比野教育長 次に、議第３号、平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第２号）

(案)に関する教育委員会の意見について、事務局から説明をお願いしま

す。 

  

竹内課長補佐 ※スクールサポートスタッフ事業について資料に基づき説明 

・学校にサポートスタッフを配置し、学習プリントの印刷や配布準備、

教材の準備などを補助する業務を行う。 

・平成３０年２月２３日に岐阜県から事業実施について照会があり、

市内４校（太田小学校、古井小学校、加茂野小学校、山手小学校）か

ら希望があった。平成３０年度当初予算に計上していない新事業の

ため、補正予算として議会に諮りたい。 

・賃金として３，６２８千円の補正予算。県が３分の２、国が３分の１

補助。市費は千円未満の額のみ。 

・勤務時間は１日５時間４５分、週５日間、年間３８週。市内に４名を

配置する。 

  

日比野教育長  １つずつ確認していきます。 

これは、教職員の働き方改革にも関わってくると思いますが、現場の

教員に教育の本質部分に力を入れてもらうため、印刷物の準備などを補

助してもらう職員を配置するもので、国から県、県から可茂地区へ照会

があり、４人の枠全てを美濃加茂市でいただいたものです。現場の先生

を少しでも楽にしようと、事務局も頑張っているということです。 

  

矢島委員  県のほうから４校分を補助するという話があったのですか。 

  

竹内課長補佐 最初から４校という数が決まってきた訳では無くて、もし９校から希

望があれば９校でも申請は出せたのですが、県での調整もありますの

で、今回希望があった４校で申請したところ、そのまま通ったというこ

とです。 

  

矢島委員 他の学校は間に合っているので必要ないということでしょうか。 

  

竹内課長補佐 サポートスタッフが居たら居たで良いとは思いますが、これら４校は

規模が大きい学校で、サポートスタッフの配置を希望されました。中学
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校は事務職員が２人配置してありますので希望が無かったと思います。 

  

手嶋委員 この制度は、新しい制度なのですか。 

  

竹内課長補佐 今年度から国が始めた事業です。 

  

矢島委員 既に各学校にそのような方がいらっしゃるかと思っていました。 

  

竹内課長補佐 登下校や交通安全の見守りをする学校安全サポーターや、授業の中に

入って子ども達をサポートする学習支援員は配置していますが、こうい

う事務処理的な作業や印刷などを行う職員は美濃加茂市では配置して

いませんでしたので、今年度初めての事業になります。 

  

日比野教育長 ３６０万円で４人ということで良かったですね。 

可茂地区では美濃加茂市からの４人だけですが、他の地区では希

望が出ているのですね。 

  

竹内課長補佐 ３６０万円は４人分となります。 

県で５０人分の予算が計上されていたようですが、他の市町村からの

希望を合わせて４０人程の希望があったと聞いています。 

  

日比野教育長 貰えるものは貰っておけば良いと思いますが、年度末の忙しい時期に

採用計画を立てて補正予算を組まなければならないということで、大変

です。 

  

竹内課長補佐  働き方改革の１つでもありますので、調査研究のような意味もありま

して、この人たちを配置したことによって学校がどれぐらい働き方が軽

減されたかなど報告書等は作らなければいけませんが、学校が少しでも

楽になるならと考えております。 

  

日比野教育長  双葉中学校に配置した部活動支援員の２人についても人選に大変苦

労をしましたし、毎年報告書を提出しないといけません。担当者が労を

惜しまずやってくれているわけですが、大変な苦労を伴いますのでなか

なか手が挙がらないようです。 

  

手嶋委員  課題としては、採用した後の学校の中での位置づけですね。教職員の

働き方改革の側面もあるようですが、仕事の内容は先生方の補助業務

で、先生方に使われる立場の方々となる。 

  

山内教育センター次

長 

 業務内容ですが、１日５時間４５分で結構長い時間ですけれども、プ

リントの印刷や文書の配布準備等では実際にそんなにかからないと思
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います。その他の業務にどの程度関わることができるのかと思いまし

て。直接児童生徒の指導をするようなことは出来ないと思うんですが、

例えば落ち着きに欠ける児童や生徒がどこかへ行ってしまわないよう

に見守るというような、現場では突発的な対応を迫られる時があるので

そういうこともお願い出来るのか、本当に事務的なことだけに限られる

のか、何か制限はありますか。補助業務以外に出来る仕事の例を国や県

は出してきていますか。 

 

竹内課長補佐  国が出してきているのが本当にプリント等の印刷・配布準備や授業準

備等の補助というぐらいのことだけですので、子どもたちの指導に直接

関わるようなことはこの補助事業の主旨と異なると思います。 

配置する学校の校長と話しているのは、例えばスポーツテストの成績

を入力したり記録表を作ったり、会計事務でお金を扱うのではなくて収

納状況の入力管理などは、教員が行っている場合がありますので、報告

書や明細書を作ったりする等の仕事が考えられます。仕事は探せばいく

らでもあるとは思います。 

  

日比野教育長  児童の指導に関わってはいけませんね。しかし、ヨーロッパ諸国やア

メリカでは、教員以外にこういう仕事を担当する職員が学校全職員の半

分くらいはいます。日本とはすごく差があって、特にフィンランドやノ

ルウェイなどの北欧では典型です。このことは私から市長にも伝えてあ

りまして、当市の教育委員会の職員を増員してもらっているのもその１

つだと思っていますし、支援員を多く配置することができているのも市

が本当によく理解してくださっているからだと思います。 

国と県の補助事業ですので、決められたルールの中できちっとやって

いかなければいけないと思っています。 

その他にご質問はよろしいでしょうか。 

  

鹿野委員  職員採用のために募集や面接など既に動き出していますか。条件もあ

るでしょうし、年齢などもありますか。 

  

竹内課長補佐 希望者が数人みえます。年齢に制限はありませんが、いろいろなデー

タを入力するような作業をするためのワードやエクセルといった処理

が出来るかどうかということは面接等でも尋ねています。 

  

日比野教育長  議会にお諮りして決定をしていただかなければいけませんが、準備は

始めておきたいと考えています。教育委員会事務局の職員の数も私が教

育長に拝命されたときより増えています。教育センターの職員も増やし

ています。教育委員の数も５名ということで他の市より多く任命いただ

けていると思います。 

 他にご質問はよろしいですか。 
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 では、次の事業について説明をお願いします。 

  

竹内課長補佐 ※英語教育推進事業について資料に基づき説明 

・市内の精肉店主から小学校の子どもたちへと１００万円の寄附があ

った。 

・英語教育推進事業に活用し、英語用４本線入りのホワイトボードと

アルファベットが一目で分かる大型ポスターを購入する。 

・寄附について３月１６日に話を伺ったため、６月市議会での補正予

算審議となる。 

  

日比野教育長  昨年度は１，０００万円を寄附してくださった方がみえましたし、今

年は山之上小学校に下足箱を寄附してくださった方がみえます。１００

万円以上の品ということで、本当に有り難いことです。 

 ご質問等はよろしいですか。 

  

手嶋委員  贈呈式のようなことは行わないのですか。 

  

竹内課長補佐  寄附者に、実際に使っているところを見ていただくとか、使い道につ

いてご報告することはできます。 

  

日比野教育長  １，０００万円の方の場合は、表に出さないようにと表彰もご遠慮さ

れまして、有り難くいただいております。山之上小学校への下足箱の寄

附は贈呈式を行う必要があると思います。 

  

矢島委員  山之上小学校の小さかった下足箱が大きくなったのですか。 

  

日比野教育長  私もご寄附いただいた現物を拝見しましたが、長靴も入るほどの大き

な立派な下足箱にしていただけました。 

  

長谷川課長補佐  下足箱につきましては、山之上小学校に所縁のある方が寄附をしてく

ださいましたが、贈呈式等についてはご辞退をされました。実は私から

ご当人へ新聞社への情報提供や贈呈式についてご相談をしましたとこ

ろ、ご辞退されるということで、山之上小学校児童からのお礼のお手紙

も、ご高齢ということでご遠慮されました。 

  

日比野教育長  ご本人のご意向であれば尊重していただきたい。ただし、校長からの

お礼だけは丁重にしておいていただきたいですね。 

 今回の１００万円の寄附についてはマスコミにも出していいと思い

ますので、忘れないようにお願いします。 

 では、次の事業についてお願いします。 
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竹内課長補佐 ※清流の国ふるさと魅力体験事業について資料に基づき説明 

・県の事業を市が受託して実施するというもので、県の全額負担。 

・県内の歴史ある場所や施設等を訪問する校外学習に必要なバス代や

入場料を県が補助するもの。 

・社会の学習や特別支援学級が県内の施設を訪問したりするのにも活

用できる補助制度で、バス代の使賃料のほか、記録写真やしおりの用

紙代なども対象となる。 

・県の予算が議会で承認を受けてから照会があったため、６月の補正予

算案上程となった。補正要求額は５９４千円。 

・太田小学校と伊深小学校が希望している。 

  

日比野教育長  確認ですが、対象校は昨年度と同じですか。増えましたか。 

  

竹内課長補佐  昨年度はのぞみ教室だけでした。今年は学校に積極的に働きかけて少

し増えました。 

  

日比野教育長  これも他市町からは出て来ないのです。美濃加茂市がのぞみ教室で利

用していることは知られていて「どうやって使ってみえるか。」と尋ね

られます。当市は、こういった事業に積極的に申し込んでいます。 

 その他にご質問はよろしいですか。 

  

 ※質問等は特になし。 

  

日比野教育長  では、議第３号につきましては、承認することといたします。 

  

 

議第４号 平成３０年度学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 

日比野教育長 次に、議第４号、平成３０年度学校給食センター運営委員会委員の委

嘱について、事務局から説明をお願いします。 

  

小田島事務局長 ※学校給食センター運営委員会委員の委嘱について資料に基づき説明 

・学校給食センター設置条例にて、給食センター運営委員について規

定されており、定数は２０人以下とされているところ、１３人に委

嘱している。 

・任期は２年で、平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日まで。 

・委員構成は美濃加茂市給食センター運営委員会規則に定められてお

り、市議会文教民生常任委員会委員長、ＰＴＡ役員、学校長、学識経

験者、その他必要と認める者で構成される。うち、７名の方には、物

資選定委員会委員にもなっていただく。 
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日比野教育長  以上の説明ですが、給食センター運営委員の中に、教育委員は入って

いませんか。 

 以前は私が入っていましたが、給食センターを運営している側の者が

入っていてはいけないということで外された経緯があります。美濃加茂

市の教育委員さんが選ばれていないということでしたら、規則上何か問

題があるかもしれないので調べておいてください。 

  

手嶋委員 問題が無いのであれば、１３名のところを１名追加するという考え方

もありますし。 

  

日比野教育長  追加することも出来ますし、１名を教育委員さんに交代することも出

来ます。 

  

小田島事務局長  給食センター運営委員会委員のうち物資選定委員を兼ねる方には、年

に２回物資選定委員会にご出席いただくことになります。物資選定委員

会は年に１２回開かれますが、ご出席いただくのは２回です。 

 前回、給食費を改正させていただいた時もこの運営委員会で諮り、ご

意見をいただいたということがあります。 

  

日比野教育長  申し訳ないですが、先ほどの教育委員が入っていない理由のこともあ

るので、調べていただいて、次の６月定例会にもう一度協議することに

しましょう。 

  

 

議第５号 美濃加茂市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の委嘱について 

 

日比野教育長 それでは、議第５号、美濃加茂市立小学校及び中学校通学区域審議会

委員の委嘱について、事務局から説明をお願いします。 

  

小田島事務局長 ※美濃加茂市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の委嘱について

資料に基づき説明 

・今年度は、蜂屋地区と加茂野地区から西中学校又は双葉中学校に通学

する通学区域を見直しする年であり、諮問するため審議会を設ける。 

・美濃加茂市附属機関の設置に関する条例にて委員の区分が規定され

ており、小中学校長、小中学校ＰＴＡ会長、学識経験者から構成され、

定員は１９人以内。 

・小中学校長の区分には、市小中校長会長、小学校長会長、中学校長会

長を、ＰＴＡ会長の区分には、関係する小中学校のＰＴＡ会長を、学

識経験者の区分には、市連合ＰＴＡ理事、関係地区の自治会長会長、

市議会文教民生常任委員会委員長、富加町議会文教厚生常任委員会委

員長及び名古屋市立大学大学院教授を委嘱したい。 
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鹿野委員  審議会に出席する教育委員については、私よりも関係校区内にお住ま

いの矢島委員が適任かと思います。地元のことに詳しい方のほうがより

良いと思います。 

  

矢島委員  昨年度の東中学校と西中学校との通学区域の審議会のときに参加し

ました。それに、校区内とは言っても詳しいかどうかは分かりませんが。 

  

鹿野委員  私が引き受けるより分かってみえると思います。 

 先ほどの給食センターのほうを受けさせてもらいますので、通学区域

については矢島委員さんでお願いします。 

  

日比野教育長  それでは、鹿野委員に給食センター運営委員会を、矢島委員に通学区

域審議会のほうをお願いしたいと思います。 

  

小田島事務局長  矢島委員におかれましては、審議会の委員ということではなく、事務

局側のお立場となりますのでお願いいたします。 

  

日比野教育長  双葉中学校の通学路を当初決めようとしたときに、交通事情を一番に

心配したのですが、地元からは街路灯の明かりで稲作に影響が出る等い

ろいろと意見が出ました。決められた通学路を生徒が通っていないとい

う通報もありました。地域住民にとっては生活に迷惑がかかるわけです

から、きちんと指導をしていかなければいけません。 

 それでは、議第５号については、提案のとおり決定とします。 

   

 

（５）協議・報告事項 

 

日比野教育長  続きまして協議・報告事項に入りますが、その前に２点ほどお話をさ

せていただきます。 

まず１つ目はサッカー協会からお世話になっている夢先生の講演が

始まりましたので、見させていただきました。大変上手に講義をされて

やはりさすがです。ちょうど夢先生は、伊達公子さんとアジア大会でチ

ームを組んだ団体銅メダリストの方でした。今後の人選も決まってきて

いますので、委員の皆さんもぜひお聴きください。 

２つ目は、三和小学校が一輪車競技で世界一になった選手に来ていた

だき指導をしてもらっているという記事が今朝の新聞に掲載されてい

ました。三和小学校はホタルの飼育にも取り組んでいますが、６月１５

日（金）はホタル音楽会を、また翌週２２日（金）は、有名な写真家を

講師に招いて講話をしていただく予定ですので、ご紹介いたしました。 

それでは、中学校における部活動の運営について、学校教育課からお
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願いします。 

  

 

 ① 中学校における部活動の運営について 

 

竹内課長補佐 ※中学校における部活動の運営について資料に基づき説明。 

 ・５月８日付けにて学校長宛及び保護者宛に通知文書を発出した。 

・国のガイドラインと県の指針の内容を踏まえ、部活動の活動時間と休

養日について通知したもの。 

  

日比野教育長  発出した通知文書の内容は教育委員の皆さんに知っておいていただ

きたいです。国や県の指針には働き方改革が前面に出てはいますが、や

はり大事なのは子どもの健康だろうということで、市からの通知には子

どもの健康を前面に出して周知しています。ただし、あくまでも部活動

のことであって、生徒によっては地域クラブや個人レッスンなどで、よ

り技術を磨きたいという熱心な人もいるわけですから、それを制限する

ものではありません。ただやはり健康管理はどこでも配慮しなければい

けないことであって、今回の通知は、学校で教師がついている部活動で

はこのような対応で行うということを伝えるものです。 

  

 

 ② 教育委員会行事予定等 

 

日比野教育長 それでは、教育委員会行事予定をお願いします。 

  

竹内課長補佐 ※６月、７月の行事予定に関する資料を配布。 

※教育委員学校訪問の日程に関する資料を配布、説明。 

  

日比野教育長 ご都合が悪い場合は遠慮なくおっしゃってください。 

それでは教育センターの事業報告をお願いします。 

  

 

 ③ 教育センター事業報告 

 

山内教育センター次

長 

※教育センターの活動報告 

・１学期の研修講座、タイアップ研修 

・夏休み！わくわくドキドキサイエンスツアー 

・不登校の現状と教育相談、長期欠席児童生徒数 

・あじさい教室での様子 

・いじめ等の問題行動の現状と各種事業 

・あじさい小中学生サミット２０１８ 
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・平成３０年度美濃加茂市教育実践論文スケジュール 

  

日比野教育長 質問がありましたらお願いします。 

  

 

（６）その他 

 

日比野教育長 では、その他ですが、何かありましたらお願いします。 

  

小田島事務局長 その他につきましては特にありませんので、次回の定例会の日程を決

めさせていただきたいと思います。 

 

※次回定例会 

・６月２７日（水）午後１時から 

・市役所分庁舎４階 第１会議室にて 

  

  

日比野教育長 それでは、本日の教育委員定例会を終了します。お疲れさまでした。

ありがとうございました。 

  

  

 閉会 午後３時２０分 

 

 

 


