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1 平成24年度　事業報告及び会計決算報告

鳥取教弘友の会役員
（第15期　平成24年度～25年度）

◆役　　員（19名）　☆新役員

……P1

……P2

…P2～5

…P6～8

……P9～10

……P11

……P11

平成25年度

(1) 事業報告
① 平成24年度　総会の出席状況

②「友の会」会報の発行（23号）……７月
③「教弘手帳」の配布（希望者）……11月
④ 研修旅行  11月 5日（月）6日（火）東京２日間の旅　参加者は24名でした。

(2) 会計決算報告及び会計監査報告 
　事務局長より会計報告があり、西田稔子監査の監査報告で、会計関係書類すべて正確、適正に処理されてい
る旨の報告がありました。

(1) 事業計画
① 総会の開催
　◎秋に各地区ごとに開催
　　※ 東部地区  9 月 30日（月）　場所 白兎会館
　　※ 中部地区 10月 4 日（金）　場所 倉吉シティホテル
　　※ 西部地区  9 月 25日（水）　場所 米子ワシントンホテル
　◎当日の会費として、1人1,000円を徴収
②「友の会」会報の発行　7月   
　◎特集号：平成24年度教育振興事業の様子／平成24年度友の会親睦旅行記
③「教弘手帳」配布（希望者）　　　
④ 親睦旅行
　※今年度も、親睦旅行委員会を設置し、日程、場所等に　　　
　　ついて検討し案内をします。
⑤ 指定施設宿泊補助 
　◎会員及びその家族が弘済会の指定する宿泊施設を利
　　用する場合は、右記の表のとおり助成します。
　◎宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予約し、　
　　その後に弘済会事務局に宿泊者氏名、宿泊年月日、　
　　宿泊施設名等を報告してください。「宿泊施設利用券」を送付します。
　◎利用券を宿泊施設のフロントに提出してください。

永年勤続表彰
◎福本　國愛 様　（運営委員５年）
◎博田　　信 様　（運営委員５年）

特集：教育振興事業の取り組み

※指定宿泊施設については、日教弘ホームページの
　『指定宿泊一覧』をご覧ください

友の会運営委員会報告友の会運営委員会報告
日　時：平成２5年５月２日（木）１１時より

場　所：セントパレス倉吉　

世界初（「砂」素材にした美術館） フレンチルネッサンス様式（仁風閣）

山陰海岸ジオパーク(浦富海岸) 日本一（鳥取砂丘）

東　部 中　部 西　部 県　外 合　計
622人
  44人
7.1%  （7.4）

246人
  29人
11.8%（7.4）

410人
 35人
8.5%（9.4）

23人
  0人
0%  （0.4）

1,301人
   108人
8.8%  （8.8）

会 員 数
出席者数
出席率(23年度)

指定宿泊施設
1泊目
2泊目

2,000円
2,000円

2,000円
2,000円

泊　数利用施設 会　員 家　族
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支部長　尾　﨑　祥　彦
（鳥取教弘友の会 会長）

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部

　盛夏の候、友の
会会員の皆様にお
かれましてはご多
用な毎日をお過ご
しのことと拝察い

たします。日頃より、本会の諸事業に対し
まして絶大なるご理解とご協力をいただき
深く感謝申し上げます｡
　さて、長年にわたり鳥取支部の支部長を
勤めておられました山田　篤先生が、平成
17年７月から25年６月まで日教弘本部の会
長、理事長を４期８年にわたって勤めら
れ、全国組織の統一、公益財団法人として
の新出発等多大な業績を上げられ、この度
理事長を退任されました。あわせて、29年
の長きにわたり勤められました鳥取支部の
支部長（友の会会長）も退任されました。
　長年のご尽力とご功績に対しまして、心
より敬意を表しますとともに心より感謝申
し上げます。                                      
　その山田先生の後任ということで、私の
ような浅学非才な者にとりましてはまこと
に荷の重いことではありますが、幹事の皆
様のご推薦ということもあり、支部長とい
う重責をお引き受けすることになりまし
た。皆様方のご指導ご鞭撻を心よりお願い
いたします。
　さて、公益財団法人日本教育公務員弘済
会鳥取支部は努力目標を次のように掲げて
います。

努 力 目 標
　将来社会に貢献しうる有為の人材を育成
するため、優秀な学徒に対し奨学金の貸
与、教育一般、特に有益な研究に対する
助成および教育関係者の福祉向上をはか
り、もって鳥取県における人材の養成並
びに社会教育文化の向上発展に寄与する
ことを目的とする。

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部
支部長（教弘友の会会長）就任あいさつ

　公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部は、
教弘保険の契約者配当金を資金として、多くの事業を
展開しました。

《教育振興事業（公益目的事業）》・・・
　　人材の育成、教育・文化の向上発展のために

一 奨学事業  
　１　貸与奨学金（大学生等対象）
　　・募集人員　30名

（1名100万円以内、就学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  23名　　2,075万円

　２ 給付奨学金
　（１） 高校生対象の給付奨学金
　　　・募集人員　37名（15万円：37名、県立学校31名、
 　　　   私立高校６名）
　　　・給付者　  37名　555万円　
　（２） 義援給付奨学金（災害救助法の適用地域、岩
　　　手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木

県、千葉県）より鳥取県に避難している公立学
　　　校の児童・生徒対象
　　　・給付者　34名（１人２万円）68万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文

 （１）平成２４年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜75万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 伯耆町立溝口中学校　　校長　加藤　雄三
　　　｢一人ひとりが輝く学校づくり」
　　　 ～「協同学習」の取り組みを通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立青谷小学校　　校長　渡辺　雅子
　　　｢わくわく！　いきいき！　本や人との出会い」
　 　 ～図書や資料を活用した言語活動の充実と、自
　　　  ら学ぶ力・伝え合う力の育成～
　　○ 琴浦町立浦安小学校　　校長　齋尾　宏伸
　　　｢地域に学び、一人一人が主体的に取り組む
　　　 社会科学習」
　　　 ～自ら調べ、考え、表現する授業を目指して～
　　○ 鳥取市立賀露小学校　校長　能藤　善彦
　　　｢学び合い　深め合い　自ら学びを拓く子」
　 　 ～分かることの楽しさを味わい、主体的に考える
　　　    子を育成する授業～
　　○ 米子市立福生東小学校　校長　下島　久幸
　　　｢これからの情報社会をたくましく生き抜く子ど
　　　 もの育成」
　　　  ～くらしを変える自分を変えるつながりを変える～
　　○ 八頭町立安部小学校　　校長　浅井知寿子
　　　｢豊かな心を育み、自ら学び考える子どもの育成」

平成24年度
教育振興事業の取り組み

旅行委員会が企画する
鳥取教弘友の会　研修旅行

宮城・福島を訪れる２泊３日東北の旅

鳥取・米子から飛行機で東京へ　そして新幹線にて仙台へ
松島遊覧（「東日本大震災」語り部クルーズ）
松島海岸（ホテルにて夕食親睦交流会）
青葉城址　磐梯吾妻スカイライン　浄土平(昼食)　≪紅葉≫
裏磐梯五色沼　会津藩校日新館　会津若松（ホテル近くにて夕食）

旅行代金未定（検討中）
旅行委員会メンバー　〔福本國愛（東部）　小谷悠一郎（中部）　塚田安雄（西部）〕
※募集は、8月下旬以降に行います。（詳細な計画をもってご案内いたします。）
※多数の方のご参加をお待ちしています。

主
な
行
程（
検
討
中
）

11/5（火）

11/6（水）

白虎隊記念館　八重の桜大河ドラマ館　鶴ヶ城　会津酒造歴史館
野口英世生家･記念館　郡山から東京へ　飛行機にて鳥取･米子へ11/7（木）

　　　　～言葉を大切にして、学び合う国語学習の創造～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　・米子市立伯仙小学校　　校長　川上　伸也
　　　｢よりよい社会をめざして、再構築する子どもを
　　　  育てる授業構成」
　　　　～自分の考えを表現し、学び合いを通して高め合う子ども～
　　○ 南部町立法勝寺中学校　校長　遠田佳代子
　　　｢地域の教育力を生かした教育の推進」
　　　　～伝統文化一式飾りの制作を通して～
　　○ 三朝町立東小学校　　　校長　中前雄一郎
　　　｢豊かな言語活動に支えられたコミュニケーション力の育成」
　　　 ～ことばで伝え合い、仲間とともによりよく生きよ
　　　　　うとする子どもを目指して～
　　○ 米子市立車尾小学校　　校長　達磨　　晋
　　　｢自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
　　　 ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取県立境高等学校　　教諭　中岡　　充
         ｢自立した学習者を育てる」
          ～数学科における知識構成型ジグソー法授業の完成～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（２件）
　　○ 鳥取市立用瀬中学校　　教諭　鈴木洋一郎
         ｢心の通い合う仲間づくりを通して共に高まる」
　　　 ～教職員「仲間づくり」プロジェクトの取り組みから～
　　○ 伯耆町立岸本中学校　　校長　井田　博之
    　「取組の重点化と情報の流通・交換・共有による
　　　 学校組織マネジメント」
          ～学校反省と報・連・相を超えて～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（４件）
　　○ 米子市立加茂小学校　　教諭　堀田　純生
         ｢重なり合う音の響きを意識した音楽科の実践」
　　　～表現領域で工夫したことを鑑賞領域に生かす授業～
　　○ 大山町立大山小学校　　教諭　足立　桂子
         ｢家庭と心をつなぐ学級通信」
　　○ 八頭町立八東中学校　　教諭　下田　由人
         ｢『活用』学力を育成する実証的研究」
　　　 ～「活用」の５Ｗ１Ｈを意識すれば誰でもできる～
　　○ 鳥取県立鳥取盲学校　　教諭　西村　茂樹
         ｢生徒の夢を叶えるキャリア教育の実践」
　　　 ～視覚に障がいがある生徒の保育士への挑戦～
        
（２）第18回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞　１０万円（日教弘より）
　　○ 八頭町立八東中学校　　校長　加藤　邦雄
　　　｢人とのかかわり合いの中で、より良い生き方を
　　　 求めて意欲的に学ぶ生徒の育成」
　　　 ～学校で学んだことが、地域の中で発揮されれば、
　　　　 本物になる～
　　○ 南部町立西伯小学校　　校長　三谷　和明
　　　｢自ら学ぶ力、伝え合う力の育成」
         
（３）第29回　東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択　１０万円
　　（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 琴浦町立古布庄小学校　校長　山本　博美
　　　｢自ら考え　行動できる　心豊かでたくましい
　　　 子どもの育成をめざして」

　　　 ～学習力・社会力・持続力を育てる～
　②個人研究　採択　５万円（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 鳥取県立米子西高等学校　校長　友松　文嗣
　　　｢コラボレーションによる芸術教育・文化活動の深化」
　　　 ～書道パフォーマンスを通したコミュニケーション力の育成～

　２ 教育研究助成
 （１）奨励金
　 ①　第一次給付校          ＜260万円＞
　　　＜小学校 140万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立遷喬小学校

校長　栗岡　玲子　10万円
　　　｢対話を通して学び、学ぶことの楽しさを実感する子ども」
         　  ～学び合う学びを通し、背伸びとジャンプのある授業をつくる～
　　○ 鳥取市立美保小学校

校長　西尾　幹雄　10万円
　　　｢授業力を高める」
         　  ～「ことば」を活用し、学び合う授業づくり～
　　○ 鳥取市立末恒小学校

校長　岩田　洋子　10万円
　　　｢子どもたち一人一人が生き生きと輝くために」
         　  ～授業で学級づくり・授業で集団づくり～
　　○ 鳥取市立岩倉小学校

校長　大西　孝雄 　10万円
　　　｢「考える」岩倉の子を育てる教育活動の創造」
         　  ～学習したことを活用して、生活の中でよりよい思考・
　　　　  判断をする子どもの育成～
　　○ 鳥取市立河原第一小学校

校長　北村　正彦　10万円
　　　｢絆を深め、かがやく河一の子どもたち」
         　  ～伝え合い、つながり合い、高め合う仲間づくり～
　　○ 倉吉市立西郷小学校

校長　松田　裕一　10万円
　　　｢共に学び合う子どもの育成」
         　～確かに読み、しっかり考え、豊かに伝え合う子ども
　　　　 をめざして～
　　○ 倉吉市立灘手小学校

校長　松本　勝男　10万円
　　　｢ふるさとに誇りと愛着を持ち、進んでふるさとの
　　  　担い手となる児童の育成」
　　○ 琴浦町立東伯小学校

校長　西川　健治　10万円
　　　｢伝えつながり高め合う授業をめざして」
        ～自分の思いや考えを生き生きと伝え合い高め合
　　　　 うよう、効果的な指導法の工夫や支援の方法に
　　　　  ついて、研究を深める～
　　○ 琴浦町立八橋小学校

校長　清水　雅彦　10万円
　　　｢夢を持ち、その実現をめざして主体的に取り組
　　　 む子どもの育成」
     　  ～学習や運動に元気いっぱい力いっぱい取り組む～
　　○ 米子市立車尾小学校

校長　達磨　　晋　10万円
       「自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
         ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～
　　○ 米子市立福生西小学校

校長　佐伯　啓子　10万円
　　　｢すすんで学び、考えを伝え合って、ともに伸びる子の育成」
     　     ～一人一人のニーズに応じた支援のあり方～

　　○ 米子市立住吉小学校
校長　西垣　　滋　10万円

       「学び合う喜びを感じ、共に高め合う子どもの育成」
　　○ 米子市立五千石小学校

校長　森尾　洋子　10万円
       「ことばでつながる、心がつながる、くらしにつながる
　　　 学びの創造」
       　  ～学びの自立をめざした国語科の授業づくり～
　　○ 日南町立日南小学校 

校長　青戸　晶彦　10万円
       「かかわり合いを通して、生き抜く力を身につける子
　　　 どもの育成」
       　　～自己効力を高める指導を通して～
　　○ 鳥取市立東中学校 

校長　西尾　裕子　10万円
       「心の居場所となる学級・学年経営の充実を基盤
　　　として、支え合い高め合う人間関係づくりと心の
　   　 教育の推進する。」
　　○ 鳥取市立西中学校 

校長　有本　健一 　10万円
       「豊かな心をもち、確かな学力を身につけた生徒の育成」
 　　　  ～学び合い、関わり合いのある授業の創造～
　　○ 智頭町立智頭中学校 

校長　渡邉　二之 　10万円
       「高い志をもち、自らを律して、主体的に学ぶ生徒の育成」
　　○ 倉吉市立鴨川中学校

校長　加藤　晋彦 　10万円
       「伝える」～言語活動の充実に向けて、生徒同士で、
　　　 思いを正確に伝えるための手立ての確立。～
　　○ 琴浦町立赤碕中学校
　　　　　　　　　　　校長　音田　　薫　10万円
       「ツルの恩返しＶ」
　　　（蔓性植物を利用したグリーンカーテンの作成に取り組み
　　　　  始めて５年。その成果と課題を追求します。）
　　○ 米子市立加茂中学校

校長　大東　治巧　10万円
        「未来につながる確かな学力と豊かな人間性の育成」
　　　　～生徒自らが主体的に活動し、思いを語り、
　　　　　受け入れられる集団づくり～
　　○ 境港市立第一中学校
　　　　　　　　　　校長　川田　修一　10万円

       「豊かな人間性を育む性教育をめざして」
　　　　～ＷＹＳＨ教育を基盤にして～
　　○ 大山町立大山中学校 
　　　　　　　　　　校長　宮邊　　満　10万円

       「わかる、できる喜びを感じる授業の構築と自然
　　   を愛する態度、環境保全に努めようとする態度
　　    を育てる。」
　　○ 鳥取東高等学校
　　　　　　　　　　教諭　言水さつき　10万円

　　　｢全国唯一のパフォーマンス大会である第５回書道パフォ
　　　　  ーマンス甲子園に出場し、本県の書道文化を広げたい」
　　○ 鳥取商業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　石本　将之　10万円

　　　｢マーチングバンドにおける打楽器の効果的活用」
　　○ 米子西高等学校
　　　　　　　　　　教諭　山口　明美　10万円

　　　｢書道パフォーマンス甲子園出場を通しての地域貢献」

　　○ 米子養護学校　   教諭　永井　弓子　10万円
　　　｢本校高等部は合唱を通して地域とつながっていきたいと考えて
　　　　　います。ＮＨＫ全国学校音楽コンクール出場やコンクールに向け
　　　　　た講習会の開催、老人施設への慰問などの助成を希望します。」

 　②　第二次給付校 　＜100万円＞
　　　＜小学校 50万円、中学校 30万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立福部小学校 

校長　岡本伊都子　10万円
　　　｢夢をもち、ともにきらめく子どもの育成」
 　        ～主体的に学習に取り組み考えを進んで表現する子ども～
　　○ 岩美町立岩美西小学校 
　　　　　　　　　　校長　池口　睦生　10万円

　　　｢ともにつながり、高め合う子どもの育成」
　　　　～各学年の発達段階に応じた学力の向上を図る～
　　○ 倉吉市立社小学校

校長　蔵増　幹夫　10万円
　　　｢校区にある歴史的遺産や豊かな自然を学習材として
　　　 体験を通した探求活動を展開し、子どもたちに確かな
　　　  学力と故郷を愛する心を育む」
　　○ 米子市立福米西小学校

校長　西村　秋仁　10万円
　　　｢学びを楽しむ子どもの育成」
　　　　 ～豊かな言葉の力をはぐくむ音読活動をめざして～
　　○ 米子市立彦名小学校

校長　辻田　賢次　10万円
　　　｢心身ともに美しくたくましい児童の育成をめざして」
           ～確かな学力の向上に向け、体育科、特別活動、
　　　　  総合的な学習を通して～
　　○ 鳥取市立青谷中学校

校長　平井　光一　10万円
　　　｢ＰＤＣＡサイクルの学校運営の実践」
　　○ 北栄町立大栄中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　｢ＮＩＥ教育を推進し、生徒の社会的関心を高め、
　　　　情報活用能力や知識、技能の活用力の育成を図る」
　　○ 米子市立美保中学校

教諭　安田　裕幸　10万円
　　　｢伸ばす学力　育む心」
   　 　～確かな知識と技能を身につけ、自らを律し、他との
　　　　　関わりを大切にする心を持った生徒の育成～
　　○ 鳥取県立鳥取西高等学校

教諭　小松　達也　10万円
　　　「科学の甲子園の全国大会に出場し、科学好き
　　　 の裾野を広げるとともに、生徒の学力の伸長
　　　   を目指す」
　　○ 鳥取県立鳥取聾学校

校長　後藤　裕明　10万円
　　　「子どもたちの未来を支える乳幼児教育相談の充
　　　  実と早期教育の推進」
   　 　  ～鳥取県の特別支援教育におけるセンター的
　　　　　機能の充実を図る～
　（２）教育団体研究助成　＜232.8万円＞
　　　県小学校長会  ５万円
　　　県中学校長会  ５万円
　　　県高等学校長協会  ５万円
　　　県特別支援学校長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校長会  ５万円
　　　県公立学校教頭会  10万円 

仙台（青葉城）・松島（瑞巌寺、五大堂）・東日本大震災（語り部クルーズ）
浄土平・裏磐梯・大河ドラマ「八重と会津」を訪ねて

　　　県高等学校副校長・教頭会  10万円
　　　県立学校事務職員協会  20万円
　　　県立学校事務長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校事務長会  ５万円
　　　県教職員組合事務職員部会 10万円
　　　県公立小・中・特別支援学校事務職員研究会 

15万円
　　　県養護教諭部会  ５万円  
　　　県学校栄養士協議会  ５万円
　　　県教組・高教組 10万円
　　　小・中・県立学校の地区別校長会　  112.8万円
　（３）教育研究大会助成　＜55万円＞
　　　○第３８回全国学校図書館研究大会  15万円
　　　○平成24年度中国地区福祉科高等学校長会総会・
　　　      研究協議会並びに学科主任等研究協議会  ５万円
　　　○第３７回全国高等学校長協会体育部会、第４７回
　　　　 全国高等学校体育学科・コース連絡協議会総会、
　　　　  研究大会 　　　　　　　　　　　　 10万円
　　　○第60回中国地区公立高等学校事務職員研究大会

10万円
　　　○第４回中国地区少年友の会懇談会  ５万円
　　　○第１４回中国四国小学校家庭科教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円

　３　教育出版
　（１）教育実践研究論文集第６号の発行

　鳥取支部募集教育実践研究論文の上位入賞
の論文及び日教弘教育賞への推薦論文、東京海
上日動教育振興基金への推薦論文を論文集とし
てまとめ、広く鳥取県内の全教職員及び教育関
係者に紹介した。　　　　　  ７２２，４００円

三　教育文化事業
　１　教育文化助成
　（１）教育講演会等への助成　＜70万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会　　   　　　　 30万円
　　　　　演題「こころの笑顔」
　　　　　　　  ～こころから笑顔になっていますか～
　　　　　講師  曹洞宗　泉龍寺
　　　　　　　　住職　三島　道秀　氏
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　　  20万円
            　演題「鳥取県の高校生の喫煙・飲酒行動
　　　　　　　  および生活習慣～実態調査より～」
　　　　　講師　鳥取大学医学部環境予防医学分野 准教授  
　　　　　　　　 尾﨑　米厚　氏
                     　鳥取短期大学生活学科食物栄養専攻 教授
　　　　　　　   野津あきこ　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会   10万円
            　演題「親子コミュニケーションで夢の扉を開こう」
               講師  横浜市「きらっと」たんの個別支援教室主宰
                        丹野　節子　氏
　　　○ 青少年育成県民会議　　　　　 　 10万円
             第46回青少年育成県民大会
　　　　 青少年育成団体助成金交付団体の実践発表
　　　 ・「永江イエロー」
　　　　　米子市永江地区子ども会育成会　　
 　　　・「赤ちゃんとふれあい会」
　　　　　ぷろじぇくと　えん　
　(２) 芸術・文化活動助成　＜20万円＞

　　　○ 鳥取県中学校文化連盟　　 10万円
　　　○ 鳥取県高等学校文化連盟　 10万円
　(３) スポーツの奨励　　　＜35万円＞
　　　○ 県小学校体育連盟　　　　 10万円
　　　○ 県中学校体育連盟　　　　 10万円
　　　○ 県高等学校体育連盟　　　 10万円
　　　○ 県スポーツ少年団　 　   　   ５万円
＜福祉事業の取り組み＞
　「指定施設宿泊補助」は現職会員、友の会会員の
合計で、168泊、95名、362,000円でした。
  ご利用方法は以下のとおりです。

※教弘会館の宿泊は、平成25年３月31日をもって終了しました。

（１）弘済会の指定する宿泊施設を利用する場合は、
上記の表のとおり補助する。

（２）その家族が宿泊施設を利用する場合も補助する。
（３）宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予

約し、その後に弘済会事務局に宿泊者氏名、宿
泊年月日、宿泊施設名等を明らかにして利用券
申請する。

（４）利用券を宿泊施設のフロントに提出する。

＜共済事業の取り組み＞
　傷害保険で、退職者と現職者の家族が加入できる
「フルガード」は108名の加入があり、保険料の支払
いは以下のとおり８件（396,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・通路が雨でぬれていて足をすべらせ右手、右手首を
損傷。（傷害）
・スーパー駐車場で突風にあおられて転倒、顔面強打。
（傷害）
・駅のホームと電車の間に足をふみはずし、打撲。
（傷害）
・キウイの実を取っていた時に腰を捻る。（傷害）
・庭木の剪定中、右足の太ももの内側を裂傷。（傷害）
・玄関前の石段につまずき転倒。（傷害）
・車の座席に眼鏡を置いていて、気づかず座ってしまい、
破損。（携行品）
・鮎釣り中、釣竿にひびが入った。（携行品）
　その他、友の会の会員の皆様にも入っていただいて
いる自動車保険加入状況は以下のとおりでした。団体
契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご加入い
ただきたいと思います。

お尋ね、申込は、事務局へご連絡ください。
（ＴＥＬ 0857-26-5334）

　そのために、まず、鳥取支部の諸事業の
展開の基礎基盤、根幹を成す教弘保険の普
及・拡大に努力したいと思います。
　保険業界には存在しない極めて安い保険
料で加入できるのが教弘保険です。
　現在、全国で52万人以上の教職員が加入
し、鳥取県でも、現職者の62パーセント
（全国６位）、友の会会員も含めますと80
パーセント以上（全国６位）の方が加入し
ています。全国でも、大変加入率の高い県
の一つです。今後も、多くの教職員に加入
していただき安心を確保していただきます
よう努力したいと思います。
　次に、教弘保険加入者が健康を維持でき
れば、教弘保険をまとめている日教弘本部
に契約者配当金が収入として入り、それが
各支部へ交付されます。
　この交付金を事業資金として、教育振興
事業（①大学生等に対する貸与奨学金事業
及び高校生に対する給付奨学金事業、②学
校現場や教育団体の研究活動に助成する教
育研究助成事業、③ＰＴＡ活動や学校の文
化活動、スポーツ団体の活動等を応援する
教育文化事業）や会員のための福祉事業等
の拡充に取り組んでいきたいと思います。
　特に、この教育振興事業の展開により、
教職員としての教育活動に、そして、児童
生徒、学生、保護者等の活動にも寄与貢献
できることは大変うれしいことです。
　友の会の活動として、今年度も、①各地
区総会の開催、②「友の会」会報の発行、
③「教弘手帳」配布（希望者）、④研修旅
行の事業を計画しております。その都度、
皆様にお知らせしますので、多くの皆様に
ご参加いただきますようお願いいたしま
す。
　最後に､公益財団法人日本教育公務員弘
済会鳥取支部は､事業の充実と発展に一層
の努力をしてまいりますので、引き続き、
友の会会員の皆様のご支援とご協力を賜り
ますよう重ねてお願い申し上げ支部長（友
の会会長）就任のあいさつといたします。
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支部長　尾　﨑　祥　彦
（鳥取教弘友の会 会長）

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部

　盛夏の候、友の
会会員の皆様にお
かれましてはご多
用な毎日をお過ご
しのことと拝察い

たします。日頃より、本会の諸事業に対し
まして絶大なるご理解とご協力をいただき
深く感謝申し上げます｡
　さて、長年にわたり鳥取支部の支部長を
勤めておられました山田　篤先生が、平成
17年７月から25年６月まで日教弘本部の会
長、理事長を４期８年にわたって勤めら
れ、全国組織の統一、公益財団法人として
の新出発等多大な業績を上げられ、この度
理事長を退任されました。あわせて、29年
の長きにわたり勤められました鳥取支部の
支部長（友の会会長）も退任されました。
　長年のご尽力とご功績に対しまして、心
より敬意を表しますとともに心より感謝申
し上げます。                                      
　その山田先生の後任ということで、私の
ような浅学非才な者にとりましてはまこと
に荷の重いことではありますが、幹事の皆
様のご推薦ということもあり、支部長とい
う重責をお引き受けすることになりまし
た。皆様方のご指導ご鞭撻を心よりお願い
いたします。
　さて、公益財団法人日本教育公務員弘済
会鳥取支部は努力目標を次のように掲げて
います。

努 力 目 標
　将来社会に貢献しうる有為の人材を育成
するため、優秀な学徒に対し奨学金の貸
与、教育一般、特に有益な研究に対する
助成および教育関係者の福祉向上をはか
り、もって鳥取県における人材の養成並
びに社会教育文化の向上発展に寄与する
ことを目的とする。

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部
支部長（教弘友の会会長）就任あいさつ

　公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部は、
教弘保険の契約者配当金を資金として、多くの事業を
展開しました。

《教育振興事業（公益目的事業）》・・・
　　人材の育成、教育・文化の向上発展のために

一 奨学事業  
　１　貸与奨学金（大学生等対象）
　　・募集人員　30名

（1名100万円以内、就学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  23名　　2,075万円

　２ 給付奨学金
　（１） 高校生対象の給付奨学金
　　　・募集人員　37名（15万円：37名、県立学校31名、
 　　　   私立高校６名）
　　　・給付者　  37名　555万円　
　（２） 義援給付奨学金（災害救助法の適用地域、岩
　　　手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木

県、千葉県）より鳥取県に避難している公立学
　　　校の児童・生徒対象
　　　・給付者　34名（１人２万円）68万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文

 （１）平成２４年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜75万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 伯耆町立溝口中学校　　校長　加藤　雄三
　　　｢一人ひとりが輝く学校づくり」
　　　 ～「協同学習」の取り組みを通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立青谷小学校　　校長　渡辺　雅子
　　　｢わくわく！　いきいき！　本や人との出会い」
　 　 ～図書や資料を活用した言語活動の充実と、自
　　　  ら学ぶ力・伝え合う力の育成～
　　○ 琴浦町立浦安小学校　　校長　齋尾　宏伸
　　　｢地域に学び、一人一人が主体的に取り組む
　　　 社会科学習」
　　　 ～自ら調べ、考え、表現する授業を目指して～
　　○ 鳥取市立賀露小学校　校長　能藤　善彦
　　　｢学び合い　深め合い　自ら学びを拓く子」
　 　 ～分かることの楽しさを味わい、主体的に考える
　　　    子を育成する授業～
　　○ 米子市立福生東小学校　校長　下島　久幸
　　　｢これからの情報社会をたくましく生き抜く子ど
　　　 もの育成」
　　　  ～くらしを変える自分を変えるつながりを変える～
　　○ 八頭町立安部小学校　　校長　浅井知寿子
　　　｢豊かな心を育み、自ら学び考える子どもの育成」

平成24年度
教育振興事業の取り組み

旅行委員会が企画する
鳥取教弘友の会　研修旅行

宮城・福島を訪れる２泊３日東北の旅

鳥取・米子から飛行機で東京へ　そして新幹線にて仙台へ
松島遊覧（「東日本大震災」語り部クルーズ）
松島海岸（ホテルにて夕食親睦交流会）
青葉城址　磐梯吾妻スカイライン　浄土平(昼食)　≪紅葉≫
裏磐梯五色沼　会津藩校日新館　会津若松（ホテル近くにて夕食）

旅行代金未定（検討中）
旅行委員会メンバー　〔福本國愛（東部）　小谷悠一郎（中部）　塚田安雄（西部）〕
※募集は、8月下旬以降に行います。（詳細な計画をもってご案内いたします。）
※多数の方のご参加をお待ちしています。

主
な
行
程（
検
討
中
）

11/5（火）

11/6（水）

白虎隊記念館　八重の桜大河ドラマ館　鶴ヶ城　会津酒造歴史館
野口英世生家･記念館　郡山から東京へ　飛行機にて鳥取･米子へ11/7（木）

　　　　～言葉を大切にして、学び合う国語学習の創造～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　・米子市立伯仙小学校　　校長　川上　伸也
　　　｢よりよい社会をめざして、再構築する子どもを
　　　  育てる授業構成」
　　　　～自分の考えを表現し、学び合いを通して高め合う子ども～
　　○ 南部町立法勝寺中学校　校長　遠田佳代子
　　　｢地域の教育力を生かした教育の推進」
　　　　～伝統文化一式飾りの制作を通して～
　　○ 三朝町立東小学校　　　校長　中前雄一郎
　　　｢豊かな言語活動に支えられたコミュニケーション力の育成」
　　　 ～ことばで伝え合い、仲間とともによりよく生きよ
　　　　　うとする子どもを目指して～
　　○ 米子市立車尾小学校　　校長　達磨　　晋
　　　｢自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
　　　 ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取県立境高等学校　　教諭　中岡　　充
         ｢自立した学習者を育てる」
          ～数学科における知識構成型ジグソー法授業の完成～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（２件）
　　○ 鳥取市立用瀬中学校　　教諭　鈴木洋一郎
         ｢心の通い合う仲間づくりを通して共に高まる」
　　　 ～教職員「仲間づくり」プロジェクトの取り組みから～
　　○ 伯耆町立岸本中学校　　校長　井田　博之
    　「取組の重点化と情報の流通・交換・共有による
　　　 学校組織マネジメント」
          ～学校反省と報・連・相を超えて～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（４件）
　　○ 米子市立加茂小学校　　教諭　堀田　純生
         ｢重なり合う音の響きを意識した音楽科の実践」
　　　～表現領域で工夫したことを鑑賞領域に生かす授業～
　　○ 大山町立大山小学校　　教諭　足立　桂子
         ｢家庭と心をつなぐ学級通信」
　　○ 八頭町立八東中学校　　教諭　下田　由人
         ｢『活用』学力を育成する実証的研究」
　　　 ～「活用」の５Ｗ１Ｈを意識すれば誰でもできる～
　　○ 鳥取県立鳥取盲学校　　教諭　西村　茂樹
         ｢生徒の夢を叶えるキャリア教育の実践」
　　　 ～視覚に障がいがある生徒の保育士への挑戦～
        
（２）第18回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞　１０万円（日教弘より）
　　○ 八頭町立八東中学校　　校長　加藤　邦雄
　　　｢人とのかかわり合いの中で、より良い生き方を
　　　 求めて意欲的に学ぶ生徒の育成」
　　　 ～学校で学んだことが、地域の中で発揮されれば、
　　　　 本物になる～
　　○ 南部町立西伯小学校　　校長　三谷　和明
　　　｢自ら学ぶ力、伝え合う力の育成」
         
（３）第29回　東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択　１０万円
　　（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 琴浦町立古布庄小学校　校長　山本　博美
　　　｢自ら考え　行動できる　心豊かでたくましい
　　　 子どもの育成をめざして」

　　　 ～学習力・社会力・持続力を育てる～
　②個人研究　採択　５万円（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 鳥取県立米子西高等学校　校長　友松　文嗣
　　　｢コラボレーションによる芸術教育・文化活動の深化」
　　　 ～書道パフォーマンスを通したコミュニケーション力の育成～

　２ 教育研究助成
 （１）奨励金
　 ①　第一次給付校          ＜260万円＞
　　　＜小学校 140万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立遷喬小学校

校長　栗岡　玲子　10万円
　　　｢対話を通して学び、学ぶことの楽しさを実感する子ども」
         　  ～学び合う学びを通し、背伸びとジャンプのある授業をつくる～
　　○ 鳥取市立美保小学校

校長　西尾　幹雄　10万円
　　　｢授業力を高める」
         　  ～「ことば」を活用し、学び合う授業づくり～
　　○ 鳥取市立末恒小学校

校長　岩田　洋子　10万円
　　　｢子どもたち一人一人が生き生きと輝くために」
         　  ～授業で学級づくり・授業で集団づくり～
　　○ 鳥取市立岩倉小学校

校長　大西　孝雄 　10万円
　　　｢「考える」岩倉の子を育てる教育活動の創造」
         　  ～学習したことを活用して、生活の中でよりよい思考・
　　　　  判断をする子どもの育成～
　　○ 鳥取市立河原第一小学校

校長　北村　正彦　10万円
　　　｢絆を深め、かがやく河一の子どもたち」
         　  ～伝え合い、つながり合い、高め合う仲間づくり～
　　○ 倉吉市立西郷小学校

校長　松田　裕一　10万円
　　　｢共に学び合う子どもの育成」
         　～確かに読み、しっかり考え、豊かに伝え合う子ども
　　　　 をめざして～
　　○ 倉吉市立灘手小学校

校長　松本　勝男　10万円
　　　｢ふるさとに誇りと愛着を持ち、進んでふるさとの
　　  　担い手となる児童の育成」
　　○ 琴浦町立東伯小学校

校長　西川　健治　10万円
　　　｢伝えつながり高め合う授業をめざして」
        ～自分の思いや考えを生き生きと伝え合い高め合
　　　　 うよう、効果的な指導法の工夫や支援の方法に
　　　　  ついて、研究を深める～
　　○ 琴浦町立八橋小学校

校長　清水　雅彦　10万円
　　　｢夢を持ち、その実現をめざして主体的に取り組
　　　 む子どもの育成」
     　  ～学習や運動に元気いっぱい力いっぱい取り組む～
　　○ 米子市立車尾小学校

校長　達磨　　晋　10万円
       「自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
         ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～
　　○ 米子市立福生西小学校

校長　佐伯　啓子　10万円
　　　｢すすんで学び、考えを伝え合って、ともに伸びる子の育成」
     　     ～一人一人のニーズに応じた支援のあり方～

　　○ 米子市立住吉小学校
校長　西垣　　滋　10万円

       「学び合う喜びを感じ、共に高め合う子どもの育成」
　　○ 米子市立五千石小学校

校長　森尾　洋子　10万円
       「ことばでつながる、心がつながる、くらしにつながる
　　　 学びの創造」
       　  ～学びの自立をめざした国語科の授業づくり～
　　○ 日南町立日南小学校 

校長　青戸　晶彦　10万円
       「かかわり合いを通して、生き抜く力を身につける子
　　　 どもの育成」
       　　～自己効力を高める指導を通して～
　　○ 鳥取市立東中学校 

校長　西尾　裕子　10万円
       「心の居場所となる学級・学年経営の充実を基盤
　　　として、支え合い高め合う人間関係づくりと心の
　   　 教育の推進する。」
　　○ 鳥取市立西中学校 

校長　有本　健一 　10万円
       「豊かな心をもち、確かな学力を身につけた生徒の育成」
 　　　  ～学び合い、関わり合いのある授業の創造～
　　○ 智頭町立智頭中学校 

校長　渡邉　二之 　10万円
       「高い志をもち、自らを律して、主体的に学ぶ生徒の育成」
　　○ 倉吉市立鴨川中学校

校長　加藤　晋彦 　10万円
       「伝える」～言語活動の充実に向けて、生徒同士で、
　　　 思いを正確に伝えるための手立ての確立。～
　　○ 琴浦町立赤碕中学校
　　　　　　　　　　　校長　音田　　薫　10万円
       「ツルの恩返しＶ」
　　　（蔓性植物を利用したグリーンカーテンの作成に取り組み
　　　　  始めて５年。その成果と課題を追求します。）
　　○ 米子市立加茂中学校

校長　大東　治巧　10万円
        「未来につながる確かな学力と豊かな人間性の育成」
　　　　～生徒自らが主体的に活動し、思いを語り、
　　　　　受け入れられる集団づくり～
　　○ 境港市立第一中学校
　　　　　　　　　　校長　川田　修一　10万円

       「豊かな人間性を育む性教育をめざして」
　　　　～ＷＹＳＨ教育を基盤にして～
　　○ 大山町立大山中学校 
　　　　　　　　　　校長　宮邊　　満　10万円

       「わかる、できる喜びを感じる授業の構築と自然
　　   を愛する態度、環境保全に努めようとする態度
　　    を育てる。」
　　○ 鳥取東高等学校
　　　　　　　　　　教諭　言水さつき　10万円

　　　｢全国唯一のパフォーマンス大会である第５回書道パフォ
　　　　  ーマンス甲子園に出場し、本県の書道文化を広げたい」
　　○ 鳥取商業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　石本　将之　10万円

　　　｢マーチングバンドにおける打楽器の効果的活用」
　　○ 米子西高等学校
　　　　　　　　　　教諭　山口　明美　10万円

　　　｢書道パフォーマンス甲子園出場を通しての地域貢献」

　　○ 米子養護学校　   教諭　永井　弓子　10万円
　　　｢本校高等部は合唱を通して地域とつながっていきたいと考えて
　　　　　います。ＮＨＫ全国学校音楽コンクール出場やコンクールに向け
　　　　　た講習会の開催、老人施設への慰問などの助成を希望します。」

 　②　第二次給付校 　＜100万円＞
　　　＜小学校 50万円、中学校 30万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立福部小学校 

校長　岡本伊都子　10万円
　　　｢夢をもち、ともにきらめく子どもの育成」
 　        ～主体的に学習に取り組み考えを進んで表現する子ども～
　　○ 岩美町立岩美西小学校 
　　　　　　　　　　校長　池口　睦生　10万円

　　　｢ともにつながり、高め合う子どもの育成」
　　　　～各学年の発達段階に応じた学力の向上を図る～
　　○ 倉吉市立社小学校

校長　蔵増　幹夫　10万円
　　　｢校区にある歴史的遺産や豊かな自然を学習材として
　　　 体験を通した探求活動を展開し、子どもたちに確かな
　　　  学力と故郷を愛する心を育む」
　　○ 米子市立福米西小学校

校長　西村　秋仁　10万円
　　　｢学びを楽しむ子どもの育成」
　　　　 ～豊かな言葉の力をはぐくむ音読活動をめざして～
　　○ 米子市立彦名小学校

校長　辻田　賢次　10万円
　　　｢心身ともに美しくたくましい児童の育成をめざして」
           ～確かな学力の向上に向け、体育科、特別活動、
　　　　  総合的な学習を通して～
　　○ 鳥取市立青谷中学校

校長　平井　光一　10万円
　　　｢ＰＤＣＡサイクルの学校運営の実践」
　　○ 北栄町立大栄中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　｢ＮＩＥ教育を推進し、生徒の社会的関心を高め、
　　　　情報活用能力や知識、技能の活用力の育成を図る」
　　○ 米子市立美保中学校

教諭　安田　裕幸　10万円
　　　｢伸ばす学力　育む心」
   　 　～確かな知識と技能を身につけ、自らを律し、他との
　　　　　関わりを大切にする心を持った生徒の育成～
　　○ 鳥取県立鳥取西高等学校

教諭　小松　達也　10万円
　　　「科学の甲子園の全国大会に出場し、科学好き
　　　 の裾野を広げるとともに、生徒の学力の伸長
　　　   を目指す」
　　○ 鳥取県立鳥取聾学校

校長　後藤　裕明　10万円
　　　「子どもたちの未来を支える乳幼児教育相談の充
　　　  実と早期教育の推進」
   　 　  ～鳥取県の特別支援教育におけるセンター的
　　　　　機能の充実を図る～
　（２）教育団体研究助成　＜232.8万円＞
　　　県小学校長会  ５万円
　　　県中学校長会  ５万円
　　　県高等学校長協会  ５万円
　　　県特別支援学校長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校長会  ５万円
　　　県公立学校教頭会  10万円 

仙台（青葉城）・松島（瑞巌寺、五大堂）・東日本大震災（語り部クルーズ）
浄土平・裏磐梯・大河ドラマ「八重と会津」を訪ねて

　　　県高等学校副校長・教頭会  10万円
　　　県立学校事務職員協会  20万円
　　　県立学校事務長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校事務長会  ５万円
　　　県教職員組合事務職員部会 10万円
　　　県公立小・中・特別支援学校事務職員研究会 

15万円
　　　県養護教諭部会  ５万円  
　　　県学校栄養士協議会  ５万円
　　　県教組・高教組 10万円
　　　小・中・県立学校の地区別校長会　  112.8万円
　（３）教育研究大会助成　＜55万円＞
　　　○第３８回全国学校図書館研究大会  15万円
　　　○平成24年度中国地区福祉科高等学校長会総会・
　　　      研究協議会並びに学科主任等研究協議会  ５万円
　　　○第３７回全国高等学校長協会体育部会、第４７回
　　　　 全国高等学校体育学科・コース連絡協議会総会、
　　　　  研究大会 　　　　　　　　　　　　 10万円
　　　○第60回中国地区公立高等学校事務職員研究大会

10万円
　　　○第４回中国地区少年友の会懇談会  ５万円
　　　○第１４回中国四国小学校家庭科教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円

　３　教育出版
　（１）教育実践研究論文集第６号の発行

　鳥取支部募集教育実践研究論文の上位入賞
の論文及び日教弘教育賞への推薦論文、東京海
上日動教育振興基金への推薦論文を論文集とし
てまとめ、広く鳥取県内の全教職員及び教育関
係者に紹介した。　　　　　  ７２２，４００円

三　教育文化事業
　１　教育文化助成
　（１）教育講演会等への助成　＜70万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会　　   　　　　 30万円
　　　　　演題「こころの笑顔」
　　　　　　　  ～こころから笑顔になっていますか～
　　　　　講師  曹洞宗　泉龍寺
　　　　　　　　住職　三島　道秀　氏
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　　  20万円
            　演題「鳥取県の高校生の喫煙・飲酒行動
　　　　　　　  および生活習慣～実態調査より～」
　　　　　講師　鳥取大学医学部環境予防医学分野 准教授  
　　　　　　　　 尾﨑　米厚　氏
                     　鳥取短期大学生活学科食物栄養専攻 教授
　　　　　　　   野津あきこ　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会   10万円
            　演題「親子コミュニケーションで夢の扉を開こう」
               講師  横浜市「きらっと」たんの個別支援教室主宰
                        丹野　節子　氏
　　　○ 青少年育成県民会議　　　　　 　 10万円
             第46回青少年育成県民大会
　　　　 青少年育成団体助成金交付団体の実践発表
　　　 ・「永江イエロー」
　　　　　米子市永江地区子ども会育成会　　
 　　　・「赤ちゃんとふれあい会」
　　　　　ぷろじぇくと　えん　
　(２) 芸術・文化活動助成　＜20万円＞

　　　○ 鳥取県中学校文化連盟　　 10万円
　　　○ 鳥取県高等学校文化連盟　 10万円
　(３) スポーツの奨励　　　＜35万円＞
　　　○ 県小学校体育連盟　　　　 10万円
　　　○ 県中学校体育連盟　　　　 10万円
　　　○ 県高等学校体育連盟　　　 10万円
　　　○ 県スポーツ少年団　 　   　   ５万円
＜福祉事業の取り組み＞
　「指定施設宿泊補助」は現職会員、友の会会員の
合計で、168泊、95名、362,000円でした。
  ご利用方法は以下のとおりです。

※教弘会館の宿泊は、平成25年３月31日をもって終了しました。

（１）弘済会の指定する宿泊施設を利用する場合は、
上記の表のとおり補助する。

（２）その家族が宿泊施設を利用する場合も補助する。
（３）宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予

約し、その後に弘済会事務局に宿泊者氏名、宿
泊年月日、宿泊施設名等を明らかにして利用券
申請する。

（４）利用券を宿泊施設のフロントに提出する。

＜共済事業の取り組み＞
　傷害保険で、退職者と現職者の家族が加入できる
「フルガード」は108名の加入があり、保険料の支払
いは以下のとおり８件（396,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・通路が雨でぬれていて足をすべらせ右手、右手首を
損傷。（傷害）
・スーパー駐車場で突風にあおられて転倒、顔面強打。
（傷害）
・駅のホームと電車の間に足をふみはずし、打撲。
（傷害）
・キウイの実を取っていた時に腰を捻る。（傷害）
・庭木の剪定中、右足の太ももの内側を裂傷。（傷害）
・玄関前の石段につまずき転倒。（傷害）
・車の座席に眼鏡を置いていて、気づかず座ってしまい、
破損。（携行品）
・鮎釣り中、釣竿にひびが入った。（携行品）
　その他、友の会の会員の皆様にも入っていただいて
いる自動車保険加入状況は以下のとおりでした。団体
契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご加入い
ただきたいと思います。

お尋ね、申込は、事務局へご連絡ください。
（ＴＥＬ 0857-26-5334）

　そのために、まず、鳥取支部の諸事業の
展開の基礎基盤、根幹を成す教弘保険の普
及・拡大に努力したいと思います。
　保険業界には存在しない極めて安い保険
料で加入できるのが教弘保険です。
　現在、全国で52万人以上の教職員が加入
し、鳥取県でも、現職者の62パーセント
（全国６位）、友の会会員も含めますと80
パーセント以上（全国６位）の方が加入し
ています。全国でも、大変加入率の高い県
の一つです。今後も、多くの教職員に加入
していただき安心を確保していただきます
よう努力したいと思います。
　次に、教弘保険加入者が健康を維持でき
れば、教弘保険をまとめている日教弘本部
に契約者配当金が収入として入り、それが
各支部へ交付されます。
　この交付金を事業資金として、教育振興
事業（①大学生等に対する貸与奨学金事業
及び高校生に対する給付奨学金事業、②学
校現場や教育団体の研究活動に助成する教
育研究助成事業、③ＰＴＡ活動や学校の文
化活動、スポーツ団体の活動等を応援する
教育文化事業）や会員のための福祉事業等
の拡充に取り組んでいきたいと思います。
　特に、この教育振興事業の展開により、
教職員としての教育活動に、そして、児童
生徒、学生、保護者等の活動にも寄与貢献
できることは大変うれしいことです。
　友の会の活動として、今年度も、①各地
区総会の開催、②「友の会」会報の発行、
③「教弘手帳」配布（希望者）、④研修旅
行の事業を計画しております。その都度、
皆様にお知らせしますので、多くの皆様に
ご参加いただきますようお願いいたしま
す。
　最後に､公益財団法人日本教育公務員弘
済会鳥取支部は､事業の充実と発展に一層
の努力をしてまいりますので、引き続き、
友の会会員の皆様のご支援とご協力を賜り
ますよう重ねてお願い申し上げ支部長（友
の会会長）就任のあいさつといたします。
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　公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部は、
教弘保険の契約者配当金を資金として、多くの事業を
展開しました。

《教育振興事業（公益目的事業）》・・・
　　人材の育成、教育・文化の向上発展のために

一 奨学事業  
　１　貸与奨学金（大学生等対象）
　　・募集人員　30名

（1名100万円以内、就学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  23名　　2,075万円

　２ 給付奨学金
　（１） 高校生対象の給付奨学金
　　　・募集人員　37名（15万円：37名、県立学校31名、
 　　　   私立高校６名）
　　　・給付者　  37名　555万円　
　（２） 義援給付奨学金（災害救助法の適用地域、岩
　　　手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木

県、千葉県）より鳥取県に避難している公立学
　　　校の児童・生徒対象
　　　・給付者　34名（１人２万円）68万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文

 （１）平成２４年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜75万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 伯耆町立溝口中学校　　校長　加藤　雄三
　　　｢一人ひとりが輝く学校づくり」
　　　 ～「協同学習」の取り組みを通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立青谷小学校　　校長　渡辺　雅子
　　　｢わくわく！　いきいき！　本や人との出会い」
　 　 ～図書や資料を活用した言語活動の充実と、自
　　　  ら学ぶ力・伝え合う力の育成～
　　○ 琴浦町立浦安小学校　　校長　齋尾　宏伸
　　　｢地域に学び、一人一人が主体的に取り組む
　　　 社会科学習」
　　　 ～自ら調べ、考え、表現する授業を目指して～
　　○ 鳥取市立賀露小学校　校長　能藤　善彦
　　　｢学び合い　深め合い　自ら学びを拓く子」
　 　 ～分かることの楽しさを味わい、主体的に考える
　　　    子を育成する授業～
　　○ 米子市立福生東小学校　校長　下島　久幸
　　　｢これからの情報社会をたくましく生き抜く子ど
　　　 もの育成」
　　　  ～くらしを変える自分を変えるつながりを変える～
　　○ 八頭町立安部小学校　　校長　浅井知寿子
　　　｢豊かな心を育み、自ら学び考える子どもの育成」

平成24年度
教育振興事業の取り組み

　　　　～言葉を大切にして、学び合う国語学習の創造～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　・米子市立伯仙小学校　　校長　川上　伸也
　　　｢よりよい社会をめざして、再構築する子どもを
　　　  育てる授業構成」
　　　　～自分の考えを表現し、学び合いを通して高め合う子ども～
　　○ 南部町立法勝寺中学校　校長　遠田佳代子
　　　｢地域の教育力を生かした教育の推進」
　　　　～伝統文化一式飾りの制作を通して～
　　○ 三朝町立東小学校　　　校長　中前雄一郎
　　　｢豊かな言語活動に支えられたコミュニケーション力の育成」
　　　 ～ことばで伝え合い、仲間とともによりよく生きよ
　　　　　うとする子どもを目指して～
　　○ 米子市立車尾小学校　　校長　達磨　　晋
　　　｢自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
　　　 ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取県立境高等学校　　教諭　中岡　　充
         ｢自立した学習者を育てる」
          ～数学科における知識構成型ジグソー法授業の完成～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（２件）
　　○ 鳥取市立用瀬中学校　　教諭　鈴木洋一郎
         ｢心の通い合う仲間づくりを通して共に高まる」
　　　 ～教職員「仲間づくり」プロジェクトの取り組みから～
　　○ 伯耆町立岸本中学校　　校長　井田　博之
    　「取組の重点化と情報の流通・交換・共有による
　　　 学校組織マネジメント」
          ～学校反省と報・連・相を超えて～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（４件）
　　○ 米子市立加茂小学校　　教諭　堀田　純生
         ｢重なり合う音の響きを意識した音楽科の実践」
　　　～表現領域で工夫したことを鑑賞領域に生かす授業～
　　○ 大山町立大山小学校　　教諭　足立　桂子
         ｢家庭と心をつなぐ学級通信」
　　○ 八頭町立八東中学校　　教諭　下田　由人
         ｢『活用』学力を育成する実証的研究」
　　　 ～「活用」の５Ｗ１Ｈを意識すれば誰でもできる～
　　○ 鳥取県立鳥取盲学校　　教諭　西村　茂樹
         ｢生徒の夢を叶えるキャリア教育の実践」
　　　 ～視覚に障がいがある生徒の保育士への挑戦～
        
（２）第18回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞　１０万円（日教弘より）
　　○ 八頭町立八東中学校　　校長　加藤　邦雄
　　　｢人とのかかわり合いの中で、より良い生き方を
　　　 求めて意欲的に学ぶ生徒の育成」
　　　 ～学校で学んだことが、地域の中で発揮されれば、
　　　　 本物になる～
　　○ 南部町立西伯小学校　　校長　三谷　和明
　　　｢自ら学ぶ力、伝え合う力の育成」
         
（３）第29回　東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択　１０万円
　　（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 琴浦町立古布庄小学校　校長　山本　博美
　　　｢自ら考え　行動できる　心豊かでたくましい
　　　 子どもの育成をめざして」

　　　 ～学習力・社会力・持続力を育てる～
　②個人研究　採択　５万円（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 鳥取県立米子西高等学校　校長　友松　文嗣
　　　｢コラボレーションによる芸術教育・文化活動の深化」
　　　 ～書道パフォーマンスを通したコミュニケーション力の育成～

　２ 教育研究助成
 （１）奨励金
　 ①　第一次給付校          ＜260万円＞
　　　＜小学校 140万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立遷喬小学校

校長　栗岡　玲子　10万円
　　　｢対話を通して学び、学ぶことの楽しさを実感する子ども」
         　  ～学び合う学びを通し、背伸びとジャンプのある授業をつくる～
　　○ 鳥取市立美保小学校

校長　西尾　幹雄　10万円
　　　｢授業力を高める」
         　  ～「ことば」を活用し、学び合う授業づくり～
　　○ 鳥取市立末恒小学校

校長　岩田　洋子　10万円
　　　｢子どもたち一人一人が生き生きと輝くために」
         　  ～授業で学級づくり・授業で集団づくり～
　　○ 鳥取市立岩倉小学校

校長　大西　孝雄 　10万円
　　　｢「考える」岩倉の子を育てる教育活動の創造」
         　  ～学習したことを活用して、生活の中でよりよい思考・
　　　　  判断をする子どもの育成～
　　○ 鳥取市立河原第一小学校

校長　北村　正彦　10万円
　　　｢絆を深め、かがやく河一の子どもたち」
         　  ～伝え合い、つながり合い、高め合う仲間づくり～
　　○ 倉吉市立西郷小学校

校長　松田　裕一　10万円
　　　｢共に学び合う子どもの育成」
         　～確かに読み、しっかり考え、豊かに伝え合う子ども
　　　　 をめざして～
　　○ 倉吉市立灘手小学校

校長　松本　勝男　10万円
　　　｢ふるさとに誇りと愛着を持ち、進んでふるさとの
　　  　担い手となる児童の育成」
　　○ 琴浦町立東伯小学校

校長　西川　健治　10万円
　　　｢伝えつながり高め合う授業をめざして」
        ～自分の思いや考えを生き生きと伝え合い高め合
　　　　 うよう、効果的な指導法の工夫や支援の方法に
　　　　  ついて、研究を深める～
　　○ 琴浦町立八橋小学校

校長　清水　雅彦　10万円
　　　｢夢を持ち、その実現をめざして主体的に取り組
　　　 む子どもの育成」
     　  ～学習や運動に元気いっぱい力いっぱい取り組む～
　　○ 米子市立車尾小学校

校長　達磨　　晋　10万円
       「自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
         ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～
　　○ 米子市立福生西小学校

校長　佐伯　啓子　10万円
　　　｢すすんで学び、考えを伝え合って、ともに伸びる子の育成」
     　     ～一人一人のニーズに応じた支援のあり方～

　　○ 米子市立住吉小学校
校長　西垣　　滋　10万円

       「学び合う喜びを感じ、共に高め合う子どもの育成」
　　○ 米子市立五千石小学校

校長　森尾　洋子　10万円
       「ことばでつながる、心がつながる、くらしにつながる
　　　 学びの創造」
       　  ～学びの自立をめざした国語科の授業づくり～
　　○ 日南町立日南小学校 

校長　青戸　晶彦　10万円
       「かかわり合いを通して、生き抜く力を身につける子
　　　 どもの育成」
       　　～自己効力を高める指導を通して～
　　○ 鳥取市立東中学校 

校長　西尾　裕子　10万円
       「心の居場所となる学級・学年経営の充実を基盤
　　　として、支え合い高め合う人間関係づくりと心の
　   　 教育の推進する。」
　　○ 鳥取市立西中学校 

校長　有本　健一 　10万円
       「豊かな心をもち、確かな学力を身につけた生徒の育成」
 　　　  ～学び合い、関わり合いのある授業の創造～
　　○ 智頭町立智頭中学校 

校長　渡邉　二之 　10万円
       「高い志をもち、自らを律して、主体的に学ぶ生徒の育成」
　　○ 倉吉市立鴨川中学校

校長　加藤　晋彦 　10万円
       「伝える」～言語活動の充実に向けて、生徒同士で、
　　　 思いを正確に伝えるための手立ての確立。～
　　○ 琴浦町立赤碕中学校
　　　　　　　　　　　校長　音田　　薫　10万円
       「ツルの恩返しＶ」
　　　（蔓性植物を利用したグリーンカーテンの作成に取り組み
　　　　  始めて５年。その成果と課題を追求します。）
　　○ 米子市立加茂中学校

校長　大東　治巧　10万円
        「未来につながる確かな学力と豊かな人間性の育成」
　　　　～生徒自らが主体的に活動し、思いを語り、
　　　　　受け入れられる集団づくり～
　　○ 境港市立第一中学校
　　　　　　　　　　校長　川田　修一　10万円

       「豊かな人間性を育む性教育をめざして」
　　　　～ＷＹＳＨ教育を基盤にして～
　　○ 大山町立大山中学校 
　　　　　　　　　　校長　宮邊　　満　10万円

       「わかる、できる喜びを感じる授業の構築と自然
　　   を愛する態度、環境保全に努めようとする態度
　　    を育てる。」
　　○ 鳥取東高等学校
　　　　　　　　　　教諭　言水さつき　10万円

　　　｢全国唯一のパフォーマンス大会である第５回書道パフォ
　　　　  ーマンス甲子園に出場し、本県の書道文化を広げたい」
　　○ 鳥取商業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　石本　将之　10万円

　　　｢マーチングバンドにおける打楽器の効果的活用」
　　○ 米子西高等学校
　　　　　　　　　　教諭　山口　明美　10万円

　　　｢書道パフォーマンス甲子園出場を通しての地域貢献」

　　○ 米子養護学校　   教諭　永井　弓子　10万円
　　　｢本校高等部は合唱を通して地域とつながっていきたいと考えて
　　　　　います。ＮＨＫ全国学校音楽コンクール出場やコンクールに向け
　　　　　た講習会の開催、老人施設への慰問などの助成を希望します。」

 　②　第二次給付校 　＜100万円＞
　　　＜小学校 50万円、中学校 30万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立福部小学校 

校長　岡本伊都子　10万円
　　　｢夢をもち、ともにきらめく子どもの育成」
 　        ～主体的に学習に取り組み考えを進んで表現する子ども～
　　○ 岩美町立岩美西小学校 
　　　　　　　　　　校長　池口　睦生　10万円

　　　｢ともにつながり、高め合う子どもの育成」
　　　　～各学年の発達段階に応じた学力の向上を図る～
　　○ 倉吉市立社小学校

校長　蔵増　幹夫　10万円
　　　｢校区にある歴史的遺産や豊かな自然を学習材として
　　　 体験を通した探求活動を展開し、子どもたちに確かな
　　　  学力と故郷を愛する心を育む」
　　○ 米子市立福米西小学校

校長　西村　秋仁　10万円
　　　｢学びを楽しむ子どもの育成」
　　　　 ～豊かな言葉の力をはぐくむ音読活動をめざして～
　　○ 米子市立彦名小学校

校長　辻田　賢次　10万円
　　　｢心身ともに美しくたくましい児童の育成をめざして」
           ～確かな学力の向上に向け、体育科、特別活動、
　　　　  総合的な学習を通して～
　　○ 鳥取市立青谷中学校

校長　平井　光一　10万円
　　　｢ＰＤＣＡサイクルの学校運営の実践」
　　○ 北栄町立大栄中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　｢ＮＩＥ教育を推進し、生徒の社会的関心を高め、
　　　　情報活用能力や知識、技能の活用力の育成を図る」
　　○ 米子市立美保中学校

教諭　安田　裕幸　10万円
　　　｢伸ばす学力　育む心」
   　 　～確かな知識と技能を身につけ、自らを律し、他との
　　　　　関わりを大切にする心を持った生徒の育成～
　　○ 鳥取県立鳥取西高等学校

教諭　小松　達也　10万円
　　　「科学の甲子園の全国大会に出場し、科学好き
　　　 の裾野を広げるとともに、生徒の学力の伸長
　　　   を目指す」
　　○ 鳥取県立鳥取聾学校

校長　後藤　裕明　10万円
　　　「子どもたちの未来を支える乳幼児教育相談の充
　　　  実と早期教育の推進」
   　 　  ～鳥取県の特別支援教育におけるセンター的
　　　　　機能の充実を図る～
　（２）教育団体研究助成　＜232.8万円＞
　　　県小学校長会  ５万円
　　　県中学校長会  ５万円
　　　県高等学校長協会  ５万円
　　　県特別支援学校長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校長会  ５万円
　　　県公立学校教頭会  10万円 

　　　県高等学校副校長・教頭会  10万円
　　　県立学校事務職員協会  20万円
　　　県立学校事務長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校事務長会  ５万円
　　　県教職員組合事務職員部会 10万円
　　　県公立小・中・特別支援学校事務職員研究会 

15万円
　　　県養護教諭部会  ５万円  
　　　県学校栄養士協議会  ５万円
　　　県教組・高教組 10万円
　　　小・中・県立学校の地区別校長会　  112.8万円
　（３）教育研究大会助成　＜55万円＞
　　　○第３８回全国学校図書館研究大会  15万円
　　　○平成24年度中国地区福祉科高等学校長会総会・
　　　      研究協議会並びに学科主任等研究協議会  ５万円
　　　○第３７回全国高等学校長協会体育部会、第４７回
　　　　 全国高等学校体育学科・コース連絡協議会総会、
　　　　  研究大会 　　　　　　　　　　　　 10万円
　　　○第60回中国地区公立高等学校事務職員研究大会

10万円
　　　○第４回中国地区少年友の会懇談会  ５万円
　　　○第１４回中国四国小学校家庭科教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円

　３　教育出版
　（１）教育実践研究論文集第６号の発行

　鳥取支部募集教育実践研究論文の上位入賞
の論文及び日教弘教育賞への推薦論文、東京海
上日動教育振興基金への推薦論文を論文集とし
てまとめ、広く鳥取県内の全教職員及び教育関
係者に紹介した。　　　　　  ７２２，４００円

三　教育文化事業
　１　教育文化助成
　（１）教育講演会等への助成　＜70万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会　　   　　　　 30万円
　　　　　演題「こころの笑顔」
　　　　　　　  ～こころから笑顔になっていますか～
　　　　　講師  曹洞宗　泉龍寺
　　　　　　　　住職　三島　道秀　氏
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　　  20万円
            　演題「鳥取県の高校生の喫煙・飲酒行動
　　　　　　　  および生活習慣～実態調査より～」
　　　　　講師　鳥取大学医学部環境予防医学分野 准教授  
　　　　　　　　 尾﨑　米厚　氏
                     　鳥取短期大学生活学科食物栄養専攻 教授
　　　　　　　   野津あきこ　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会   10万円
            　演題「親子コミュニケーションで夢の扉を開こう」
               講師  横浜市「きらっと」たんの個別支援教室主宰
                        丹野　節子　氏
　　　○ 青少年育成県民会議　　　　　 　 10万円
             第46回青少年育成県民大会
　　　　 青少年育成団体助成金交付団体の実践発表
　　　 ・「永江イエロー」
　　　　　米子市永江地区子ども会育成会　　
 　　　・「赤ちゃんとふれあい会」
　　　　　ぷろじぇくと　えん　
　(２) 芸術・文化活動助成　＜20万円＞

　　　○ 鳥取県中学校文化連盟　　 10万円
　　　○ 鳥取県高等学校文化連盟　 10万円
　(３) スポーツの奨励　　　＜35万円＞
　　　○ 県小学校体育連盟　　　　 10万円
　　　○ 県中学校体育連盟　　　　 10万円
　　　○ 県高等学校体育連盟　　　 10万円
　　　○ 県スポーツ少年団　 　   　   ５万円
＜福祉事業の取り組み＞
　「指定施設宿泊補助」は現職会員、友の会会員の
合計で、168泊、95名、362,000円でした。
  ご利用方法は以下のとおりです。

※教弘会館の宿泊は、平成25年３月31日をもって終了しました。

（１）弘済会の指定する宿泊施設を利用する場合は、
上記の表のとおり補助する。

（２）その家族が宿泊施設を利用する場合も補助する。
（３）宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予

約し、その後に弘済会事務局に宿泊者氏名、宿
泊年月日、宿泊施設名等を明らかにして利用券
申請する。

（４）利用券を宿泊施設のフロントに提出する。

＜共済事業の取り組み＞
　傷害保険で、退職者と現職者の家族が加入できる
「フルガード」は108名の加入があり、保険料の支払
いは以下のとおり８件（396,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・通路が雨でぬれていて足をすべらせ右手、右手首を
損傷。（傷害）
・スーパー駐車場で突風にあおられて転倒、顔面強打。
（傷害）
・駅のホームと電車の間に足をふみはずし、打撲。
（傷害）
・キウイの実を取っていた時に腰を捻る。（傷害）
・庭木の剪定中、右足の太ももの内側を裂傷。（傷害）
・玄関前の石段につまずき転倒。（傷害）
・車の座席に眼鏡を置いていて、気づかず座ってしまい、
破損。（携行品）
・鮎釣り中、釣竿にひびが入った。（携行品）
　その他、友の会の会員の皆様にも入っていただいて
いる自動車保険加入状況は以下のとおりでした。団体
契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご加入い
ただきたいと思います。

お尋ね、申込は、事務局へご連絡ください。
（ＴＥＬ 0857-26-5334）
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　公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部は、
教弘保険の契約者配当金を資金として、多くの事業を
展開しました。

《教育振興事業（公益目的事業）》・・・
　　人材の育成、教育・文化の向上発展のために

一 奨学事業  
　１　貸与奨学金（大学生等対象）
　　・募集人員　30名

（1名100万円以内、就学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  23名　　2,075万円

　２ 給付奨学金
　（１） 高校生対象の給付奨学金
　　　・募集人員　37名（15万円：37名、県立学校31名、
 　　　   私立高校６名）
　　　・給付者　  37名　555万円　
　（２） 義援給付奨学金（災害救助法の適用地域、岩
　　　手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木

県、千葉県）より鳥取県に避難している公立学
　　　校の児童・生徒対象
　　　・給付者　34名（１人２万円）68万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文

 （１）平成２４年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜75万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 伯耆町立溝口中学校　　校長　加藤　雄三
　　　｢一人ひとりが輝く学校づくり」
　　　 ～「協同学習」の取り組みを通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立青谷小学校　　校長　渡辺　雅子
　　　｢わくわく！　いきいき！　本や人との出会い」
　 　 ～図書や資料を活用した言語活動の充実と、自
　　　  ら学ぶ力・伝え合う力の育成～
　　○ 琴浦町立浦安小学校　　校長　齋尾　宏伸
　　　｢地域に学び、一人一人が主体的に取り組む
　　　 社会科学習」
　　　 ～自ら調べ、考え、表現する授業を目指して～
　　○ 鳥取市立賀露小学校　校長　能藤　善彦
　　　｢学び合い　深め合い　自ら学びを拓く子」
　 　 ～分かることの楽しさを味わい、主体的に考える
　　　    子を育成する授業～
　　○ 米子市立福生東小学校　校長　下島　久幸
　　　｢これからの情報社会をたくましく生き抜く子ど
　　　 もの育成」
　　　  ～くらしを変える自分を変えるつながりを変える～
　　○ 八頭町立安部小学校　　校長　浅井知寿子
　　　｢豊かな心を育み、自ら学び考える子どもの育成」

平成24年度
教育振興事業の取り組み

　　　　～言葉を大切にして、学び合う国語学習の創造～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　・米子市立伯仙小学校　　校長　川上　伸也
　　　｢よりよい社会をめざして、再構築する子どもを
　　　  育てる授業構成」
　　　　～自分の考えを表現し、学び合いを通して高め合う子ども～
　　○ 南部町立法勝寺中学校　校長　遠田佳代子
　　　｢地域の教育力を生かした教育の推進」
　　　　～伝統文化一式飾りの制作を通して～
　　○ 三朝町立東小学校　　　校長　中前雄一郎
　　　｢豊かな言語活動に支えられたコミュニケーション力の育成」
　　　 ～ことばで伝え合い、仲間とともによりよく生きよ
　　　　　うとする子どもを目指して～
　　○ 米子市立車尾小学校　　校長　達磨　　晋
　　　｢自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
　　　 ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取県立境高等学校　　教諭　中岡　　充
         ｢自立した学習者を育てる」
          ～数学科における知識構成型ジグソー法授業の完成～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（２件）
　　○ 鳥取市立用瀬中学校　　教諭　鈴木洋一郎
         ｢心の通い合う仲間づくりを通して共に高まる」
　　　 ～教職員「仲間づくり」プロジェクトの取り組みから～
　　○ 伯耆町立岸本中学校　　校長　井田　博之
    　「取組の重点化と情報の流通・交換・共有による
　　　 学校組織マネジメント」
          ～学校反省と報・連・相を超えて～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（４件）
　　○ 米子市立加茂小学校　　教諭　堀田　純生
         ｢重なり合う音の響きを意識した音楽科の実践」
　　　～表現領域で工夫したことを鑑賞領域に生かす授業～
　　○ 大山町立大山小学校　　教諭　足立　桂子
         ｢家庭と心をつなぐ学級通信」
　　○ 八頭町立八東中学校　　教諭　下田　由人
         ｢『活用』学力を育成する実証的研究」
　　　 ～「活用」の５Ｗ１Ｈを意識すれば誰でもできる～
　　○ 鳥取県立鳥取盲学校　　教諭　西村　茂樹
         ｢生徒の夢を叶えるキャリア教育の実践」
　　　 ～視覚に障がいがある生徒の保育士への挑戦～
        
（２）第18回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞　１０万円（日教弘より）
　　○ 八頭町立八東中学校　　校長　加藤　邦雄
　　　｢人とのかかわり合いの中で、より良い生き方を
　　　 求めて意欲的に学ぶ生徒の育成」
　　　 ～学校で学んだことが、地域の中で発揮されれば、
　　　　 本物になる～
　　○ 南部町立西伯小学校　　校長　三谷　和明
　　　｢自ら学ぶ力、伝え合う力の育成」
         
（３）第29回　東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択　１０万円
　　（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 琴浦町立古布庄小学校　校長　山本　博美
　　　｢自ら考え　行動できる　心豊かでたくましい
　　　 子どもの育成をめざして」

　　　 ～学習力・社会力・持続力を育てる～
　②個人研究　採択　５万円（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 鳥取県立米子西高等学校　校長　友松　文嗣
　　　｢コラボレーションによる芸術教育・文化活動の深化」
　　　 ～書道パフォーマンスを通したコミュニケーション力の育成～

　２ 教育研究助成
 （１）奨励金
　 ①　第一次給付校          ＜260万円＞
　　　＜小学校 140万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立遷喬小学校

校長　栗岡　玲子　10万円
　　　｢対話を通して学び、学ぶことの楽しさを実感する子ども」
         　  ～学び合う学びを通し、背伸びとジャンプのある授業をつくる～
　　○ 鳥取市立美保小学校

校長　西尾　幹雄　10万円
　　　｢授業力を高める」
         　  ～「ことば」を活用し、学び合う授業づくり～
　　○ 鳥取市立末恒小学校

校長　岩田　洋子　10万円
　　　｢子どもたち一人一人が生き生きと輝くために」
         　  ～授業で学級づくり・授業で集団づくり～
　　○ 鳥取市立岩倉小学校

校長　大西　孝雄 　10万円
　　　｢「考える」岩倉の子を育てる教育活動の創造」
         　  ～学習したことを活用して、生活の中でよりよい思考・
　　　　  判断をする子どもの育成～
　　○ 鳥取市立河原第一小学校

校長　北村　正彦　10万円
　　　｢絆を深め、かがやく河一の子どもたち」
         　  ～伝え合い、つながり合い、高め合う仲間づくり～
　　○ 倉吉市立西郷小学校

校長　松田　裕一　10万円
　　　｢共に学び合う子どもの育成」
         　～確かに読み、しっかり考え、豊かに伝え合う子ども
　　　　 をめざして～
　　○ 倉吉市立灘手小学校

校長　松本　勝男　10万円
　　　｢ふるさとに誇りと愛着を持ち、進んでふるさとの
　　  　担い手となる児童の育成」
　　○ 琴浦町立東伯小学校

校長　西川　健治　10万円
　　　｢伝えつながり高め合う授業をめざして」
        ～自分の思いや考えを生き生きと伝え合い高め合
　　　　 うよう、効果的な指導法の工夫や支援の方法に
　　　　  ついて、研究を深める～
　　○ 琴浦町立八橋小学校

校長　清水　雅彦　10万円
　　　｢夢を持ち、その実現をめざして主体的に取り組
　　　 む子どもの育成」
     　  ～学習や運動に元気いっぱい力いっぱい取り組む～
　　○ 米子市立車尾小学校

校長　達磨　　晋　10万円
       「自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
         ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～
　　○ 米子市立福生西小学校

校長　佐伯　啓子　10万円
　　　｢すすんで学び、考えを伝え合って、ともに伸びる子の育成」
     　     ～一人一人のニーズに応じた支援のあり方～

　　○ 米子市立住吉小学校
校長　西垣　　滋　10万円

       「学び合う喜びを感じ、共に高め合う子どもの育成」
　　○ 米子市立五千石小学校

校長　森尾　洋子　10万円
       「ことばでつながる、心がつながる、くらしにつながる
　　　 学びの創造」
       　  ～学びの自立をめざした国語科の授業づくり～
　　○ 日南町立日南小学校 

校長　青戸　晶彦　10万円
       「かかわり合いを通して、生き抜く力を身につける子
　　　 どもの育成」
       　　～自己効力を高める指導を通して～
　　○ 鳥取市立東中学校 

校長　西尾　裕子　10万円
       「心の居場所となる学級・学年経営の充実を基盤
　　　として、支え合い高め合う人間関係づくりと心の
　   　 教育の推進する。」
　　○ 鳥取市立西中学校 

校長　有本　健一 　10万円
       「豊かな心をもち、確かな学力を身につけた生徒の育成」
 　　　  ～学び合い、関わり合いのある授業の創造～
　　○ 智頭町立智頭中学校 

校長　渡邉　二之 　10万円
       「高い志をもち、自らを律して、主体的に学ぶ生徒の育成」
　　○ 倉吉市立鴨川中学校

校長　加藤　晋彦 　10万円
       「伝える」～言語活動の充実に向けて、生徒同士で、
　　　 思いを正確に伝えるための手立ての確立。～
　　○ 琴浦町立赤碕中学校
　　　　　　　　　　　校長　音田　　薫　10万円
       「ツルの恩返しＶ」
　　　（蔓性植物を利用したグリーンカーテンの作成に取り組み
　　　　  始めて５年。その成果と課題を追求します。）
　　○ 米子市立加茂中学校

校長　大東　治巧　10万円
        「未来につながる確かな学力と豊かな人間性の育成」
　　　　～生徒自らが主体的に活動し、思いを語り、
　　　　　受け入れられる集団づくり～
　　○ 境港市立第一中学校
　　　　　　　　　　校長　川田　修一　10万円

       「豊かな人間性を育む性教育をめざして」
　　　　～ＷＹＳＨ教育を基盤にして～
　　○ 大山町立大山中学校 
　　　　　　　　　　校長　宮邊　　満　10万円

       「わかる、できる喜びを感じる授業の構築と自然
　　   を愛する態度、環境保全に努めようとする態度
　　    を育てる。」
　　○ 鳥取東高等学校
　　　　　　　　　　教諭　言水さつき　10万円

　　　｢全国唯一のパフォーマンス大会である第５回書道パフォ
　　　　  ーマンス甲子園に出場し、本県の書道文化を広げたい」
　　○ 鳥取商業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　石本　将之　10万円

　　　｢マーチングバンドにおける打楽器の効果的活用」
　　○ 米子西高等学校
　　　　　　　　　　教諭　山口　明美　10万円

　　　｢書道パフォーマンス甲子園出場を通しての地域貢献」

　　○ 米子養護学校　   教諭　永井　弓子　10万円
　　　｢本校高等部は合唱を通して地域とつながっていきたいと考えて
　　　　　います。ＮＨＫ全国学校音楽コンクール出場やコンクールに向け
　　　　　た講習会の開催、老人施設への慰問などの助成を希望します。」

 　②　第二次給付校 　＜100万円＞
　　　＜小学校 50万円、中学校 30万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立福部小学校 

校長　岡本伊都子　10万円
　　　｢夢をもち、ともにきらめく子どもの育成」
 　        ～主体的に学習に取り組み考えを進んで表現する子ども～
　　○ 岩美町立岩美西小学校 
　　　　　　　　　　校長　池口　睦生　10万円

　　　｢ともにつながり、高め合う子どもの育成」
　　　　～各学年の発達段階に応じた学力の向上を図る～
　　○ 倉吉市立社小学校

校長　蔵増　幹夫　10万円
　　　｢校区にある歴史的遺産や豊かな自然を学習材として
　　　 体験を通した探求活動を展開し、子どもたちに確かな
　　　  学力と故郷を愛する心を育む」
　　○ 米子市立福米西小学校

校長　西村　秋仁　10万円
　　　｢学びを楽しむ子どもの育成」
　　　　 ～豊かな言葉の力をはぐくむ音読活動をめざして～
　　○ 米子市立彦名小学校

校長　辻田　賢次　10万円
　　　｢心身ともに美しくたくましい児童の育成をめざして」
           ～確かな学力の向上に向け、体育科、特別活動、
　　　　  総合的な学習を通して～
　　○ 鳥取市立青谷中学校

校長　平井　光一　10万円
　　　｢ＰＤＣＡサイクルの学校運営の実践」
　　○ 北栄町立大栄中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　｢ＮＩＥ教育を推進し、生徒の社会的関心を高め、
　　　　情報活用能力や知識、技能の活用力の育成を図る」
　　○ 米子市立美保中学校

教諭　安田　裕幸　10万円
　　　｢伸ばす学力　育む心」
   　 　～確かな知識と技能を身につけ、自らを律し、他との
　　　　　関わりを大切にする心を持った生徒の育成～
　　○ 鳥取県立鳥取西高等学校

教諭　小松　達也　10万円
　　　「科学の甲子園の全国大会に出場し、科学好き
　　　 の裾野を広げるとともに、生徒の学力の伸長
　　　   を目指す」
　　○ 鳥取県立鳥取聾学校

校長　後藤　裕明　10万円
　　　「子どもたちの未来を支える乳幼児教育相談の充
　　　  実と早期教育の推進」
   　 　  ～鳥取県の特別支援教育におけるセンター的
　　　　　機能の充実を図る～
　（２）教育団体研究助成　＜232.8万円＞
　　　県小学校長会  ５万円
　　　県中学校長会  ５万円
　　　県高等学校長協会  ５万円
　　　県特別支援学校長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校長会  ５万円
　　　県公立学校教頭会  10万円 

　　　県高等学校副校長・教頭会  10万円
　　　県立学校事務職員協会  20万円
　　　県立学校事務長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校事務長会  ５万円
　　　県教職員組合事務職員部会 10万円
　　　県公立小・中・特別支援学校事務職員研究会 

15万円
　　　県養護教諭部会  ５万円  
　　　県学校栄養士協議会  ５万円
　　　県教組・高教組 10万円
　　　小・中・県立学校の地区別校長会　  112.8万円
　（３）教育研究大会助成　＜55万円＞
　　　○第３８回全国学校図書館研究大会  15万円
　　　○平成24年度中国地区福祉科高等学校長会総会・
　　　      研究協議会並びに学科主任等研究協議会  ５万円
　　　○第３７回全国高等学校長協会体育部会、第４７回
　　　　 全国高等学校体育学科・コース連絡協議会総会、
　　　　  研究大会 　　　　　　　　　　　　 10万円
　　　○第60回中国地区公立高等学校事務職員研究大会

10万円
　　　○第４回中国地区少年友の会懇談会  ５万円
　　　○第１４回中国四国小学校家庭科教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円

　３　教育出版
　（１）教育実践研究論文集第６号の発行

　鳥取支部募集教育実践研究論文の上位入賞
の論文及び日教弘教育賞への推薦論文、東京海
上日動教育振興基金への推薦論文を論文集とし
てまとめ、広く鳥取県内の全教職員及び教育関
係者に紹介した。　　　　　  ７２２，４００円

三　教育文化事業
　１　教育文化助成
　（１）教育講演会等への助成　＜70万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会　　   　　　　 30万円
　　　　　演題「こころの笑顔」
　　　　　　　  ～こころから笑顔になっていますか～
　　　　　講師  曹洞宗　泉龍寺
　　　　　　　　住職　三島　道秀　氏
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　　  20万円
            　演題「鳥取県の高校生の喫煙・飲酒行動
　　　　　　　  および生活習慣～実態調査より～」
　　　　　講師　鳥取大学医学部環境予防医学分野 准教授  
　　　　　　　　 尾﨑　米厚　氏
                     　鳥取短期大学生活学科食物栄養専攻 教授
　　　　　　　   野津あきこ　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会   10万円
            　演題「親子コミュニケーションで夢の扉を開こう」
               講師  横浜市「きらっと」たんの個別支援教室主宰
                        丹野　節子　氏
　　　○ 青少年育成県民会議　　　　　 　 10万円
             第46回青少年育成県民大会
　　　　 青少年育成団体助成金交付団体の実践発表
　　　 ・「永江イエロー」
　　　　　米子市永江地区子ども会育成会　　
 　　　・「赤ちゃんとふれあい会」
　　　　　ぷろじぇくと　えん　
　(２) 芸術・文化活動助成　＜20万円＞

　　　○ 鳥取県中学校文化連盟　　 10万円
　　　○ 鳥取県高等学校文化連盟　 10万円
　(３) スポーツの奨励　　　＜35万円＞
　　　○ 県小学校体育連盟　　　　 10万円
　　　○ 県中学校体育連盟　　　　 10万円
　　　○ 県高等学校体育連盟　　　 10万円
　　　○ 県スポーツ少年団　 　   　   ５万円
＜福祉事業の取り組み＞
　「指定施設宿泊補助」は現職会員、友の会会員の
合計で、168泊、95名、362,000円でした。
  ご利用方法は以下のとおりです。

※教弘会館の宿泊は、平成25年３月31日をもって終了しました。

（１）弘済会の指定する宿泊施設を利用する場合は、
上記の表のとおり補助する。

（２）その家族が宿泊施設を利用する場合も補助する。
（３）宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予

約し、その後に弘済会事務局に宿泊者氏名、宿
泊年月日、宿泊施設名等を明らかにして利用券
申請する。

（４）利用券を宿泊施設のフロントに提出する。

＜共済事業の取り組み＞
　傷害保険で、退職者と現職者の家族が加入できる
「フルガード」は108名の加入があり、保険料の支払
いは以下のとおり８件（396,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・通路が雨でぬれていて足をすべらせ右手、右手首を
損傷。（傷害）
・スーパー駐車場で突風にあおられて転倒、顔面強打。
（傷害）
・駅のホームと電車の間に足をふみはずし、打撲。
（傷害）
・キウイの実を取っていた時に腰を捻る。（傷害）
・庭木の剪定中、右足の太ももの内側を裂傷。（傷害）
・玄関前の石段につまずき転倒。（傷害）
・車の座席に眼鏡を置いていて、気づかず座ってしまい、
破損。（携行品）
・鮎釣り中、釣竿にひびが入った。（携行品）
　その他、友の会の会員の皆様にも入っていただいて
いる自動車保険加入状況は以下のとおりでした。団体
契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご加入い
ただきたいと思います。

お尋ね、申込は、事務局へご連絡ください。
（ＴＥＬ 0857-26-5334）
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　公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部は、
教弘保険の契約者配当金を資金として、多くの事業を
展開しました。

《教育振興事業（公益目的事業）》・・・
　　人材の育成、教育・文化の向上発展のために

一 奨学事業  
　１　貸与奨学金（大学生等対象）
　　・募集人員　30名

（1名100万円以内、就学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  23名　　2,075万円

　２ 給付奨学金
　（１） 高校生対象の給付奨学金
　　　・募集人員　37名（15万円：37名、県立学校31名、
 　　　   私立高校６名）
　　　・給付者　  37名　555万円　
　（２） 義援給付奨学金（災害救助法の適用地域、岩
　　　手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木

県、千葉県）より鳥取県に避難している公立学
　　　校の児童・生徒対象
　　　・給付者　34名（１人２万円）68万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文

 （１）平成２４年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜75万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 伯耆町立溝口中学校　　校長　加藤　雄三
　　　｢一人ひとりが輝く学校づくり」
　　　 ～「協同学習」の取り組みを通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立青谷小学校　　校長　渡辺　雅子
　　　｢わくわく！　いきいき！　本や人との出会い」
　 　 ～図書や資料を活用した言語活動の充実と、自
　　　  ら学ぶ力・伝え合う力の育成～
　　○ 琴浦町立浦安小学校　　校長　齋尾　宏伸
　　　｢地域に学び、一人一人が主体的に取り組む
　　　 社会科学習」
　　　 ～自ら調べ、考え、表現する授業を目指して～
　　○ 鳥取市立賀露小学校　校長　能藤　善彦
　　　｢学び合い　深め合い　自ら学びを拓く子」
　 　 ～分かることの楽しさを味わい、主体的に考える
　　　    子を育成する授業～
　　○ 米子市立福生東小学校　校長　下島　久幸
　　　｢これからの情報社会をたくましく生き抜く子ど
　　　 もの育成」
　　　  ～くらしを変える自分を変えるつながりを変える～
　　○ 八頭町立安部小学校　　校長　浅井知寿子
　　　｢豊かな心を育み、自ら学び考える子どもの育成」

　　　　～言葉を大切にして、学び合う国語学習の創造～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　・米子市立伯仙小学校　　校長　川上　伸也
　　　｢よりよい社会をめざして、再構築する子どもを
　　　  育てる授業構成」
　　　　～自分の考えを表現し、学び合いを通して高め合う子ども～
　　○ 南部町立法勝寺中学校　校長　遠田佳代子
　　　｢地域の教育力を生かした教育の推進」
　　　　～伝統文化一式飾りの制作を通して～
　　○ 三朝町立東小学校　　　校長　中前雄一郎
　　　｢豊かな言語活動に支えられたコミュニケーション力の育成」
　　　 ～ことばで伝え合い、仲間とともによりよく生きよ
　　　　　うとする子どもを目指して～
　　○ 米子市立車尾小学校　　校長　達磨　　晋
　　　｢自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
　　　 ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取県立境高等学校　　教諭　中岡　　充
         ｢自立した学習者を育てる」
          ～数学科における知識構成型ジグソー法授業の完成～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（２件）
　　○ 鳥取市立用瀬中学校　　教諭　鈴木洋一郎
         ｢心の通い合う仲間づくりを通して共に高まる」
　　　 ～教職員「仲間づくり」プロジェクトの取り組みから～
　　○ 伯耆町立岸本中学校　　校長　井田　博之
    　「取組の重点化と情報の流通・交換・共有による
　　　 学校組織マネジメント」
          ～学校反省と報・連・相を超えて～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（４件）
　　○ 米子市立加茂小学校　　教諭　堀田　純生
         ｢重なり合う音の響きを意識した音楽科の実践」
　　　～表現領域で工夫したことを鑑賞領域に生かす授業～
　　○ 大山町立大山小学校　　教諭　足立　桂子
         ｢家庭と心をつなぐ学級通信」
　　○ 八頭町立八東中学校　　教諭　下田　由人
         ｢『活用』学力を育成する実証的研究」
　　　 ～「活用」の５Ｗ１Ｈを意識すれば誰でもできる～
　　○ 鳥取県立鳥取盲学校　　教諭　西村　茂樹
         ｢生徒の夢を叶えるキャリア教育の実践」
　　　 ～視覚に障がいがある生徒の保育士への挑戦～
        
（２）第18回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞　１０万円（日教弘より）
　　○ 八頭町立八東中学校　　校長　加藤　邦雄
　　　｢人とのかかわり合いの中で、より良い生き方を
　　　 求めて意欲的に学ぶ生徒の育成」
　　　 ～学校で学んだことが、地域の中で発揮されれば、
　　　　 本物になる～
　　○ 南部町立西伯小学校　　校長　三谷　和明
　　　｢自ら学ぶ力、伝え合う力の育成」
         
（３）第29回　東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択　１０万円
　　（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 琴浦町立古布庄小学校　校長　山本　博美
　　　｢自ら考え　行動できる　心豊かでたくましい
　　　 子どもの育成をめざして」

　　　 ～学習力・社会力・持続力を育てる～
　②個人研究　採択　５万円（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 鳥取県立米子西高等学校　校長　友松　文嗣
　　　｢コラボレーションによる芸術教育・文化活動の深化」
　　　 ～書道パフォーマンスを通したコミュニケーション力の育成～

　２ 教育研究助成
 （１）奨励金
　 ①　第一次給付校          ＜260万円＞
　　　＜小学校 140万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立遷喬小学校

校長　栗岡　玲子　10万円
　　　｢対話を通して学び、学ぶことの楽しさを実感する子ども」
         　  ～学び合う学びを通し、背伸びとジャンプのある授業をつくる～
　　○ 鳥取市立美保小学校

校長　西尾　幹雄　10万円
　　　｢授業力を高める」
         　  ～「ことば」を活用し、学び合う授業づくり～
　　○ 鳥取市立末恒小学校

校長　岩田　洋子　10万円
　　　｢子どもたち一人一人が生き生きと輝くために」
         　  ～授業で学級づくり・授業で集団づくり～
　　○ 鳥取市立岩倉小学校

校長　大西　孝雄 　10万円
　　　｢「考える」岩倉の子を育てる教育活動の創造」
         　  ～学習したことを活用して、生活の中でよりよい思考・
　　　　  判断をする子どもの育成～
　　○ 鳥取市立河原第一小学校

校長　北村　正彦　10万円
　　　｢絆を深め、かがやく河一の子どもたち」
         　  ～伝え合い、つながり合い、高め合う仲間づくり～
　　○ 倉吉市立西郷小学校

校長　松田　裕一　10万円
　　　｢共に学び合う子どもの育成」
         　～確かに読み、しっかり考え、豊かに伝え合う子ども
　　　　 をめざして～
　　○ 倉吉市立灘手小学校

校長　松本　勝男　10万円
　　　｢ふるさとに誇りと愛着を持ち、進んでふるさとの
　　  　担い手となる児童の育成」
　　○ 琴浦町立東伯小学校

校長　西川　健治　10万円
　　　｢伝えつながり高め合う授業をめざして」
        ～自分の思いや考えを生き生きと伝え合い高め合
　　　　 うよう、効果的な指導法の工夫や支援の方法に
　　　　  ついて、研究を深める～
　　○ 琴浦町立八橋小学校

校長　清水　雅彦　10万円
　　　｢夢を持ち、その実現をめざして主体的に取り組
　　　 む子どもの育成」
     　  ～学習や運動に元気いっぱい力いっぱい取り組む～
　　○ 米子市立車尾小学校

校長　達磨　　晋　10万円
       「自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
         ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～
　　○ 米子市立福生西小学校

校長　佐伯　啓子　10万円
　　　｢すすんで学び、考えを伝え合って、ともに伸びる子の育成」
     　     ～一人一人のニーズに応じた支援のあり方～

　　○ 米子市立住吉小学校
校長　西垣　　滋　10万円

       「学び合う喜びを感じ、共に高め合う子どもの育成」
　　○ 米子市立五千石小学校

校長　森尾　洋子　10万円
       「ことばでつながる、心がつながる、くらしにつながる
　　　 学びの創造」
       　  ～学びの自立をめざした国語科の授業づくり～
　　○ 日南町立日南小学校 

校長　青戸　晶彦　10万円
       「かかわり合いを通して、生き抜く力を身につける子
　　　 どもの育成」
       　　～自己効力を高める指導を通して～
　　○ 鳥取市立東中学校 

校長　西尾　裕子　10万円
       「心の居場所となる学級・学年経営の充実を基盤
　　　として、支え合い高め合う人間関係づくりと心の
　   　 教育の推進する。」
　　○ 鳥取市立西中学校 

校長　有本　健一 　10万円
       「豊かな心をもち、確かな学力を身につけた生徒の育成」
 　　　  ～学び合い、関わり合いのある授業の創造～
　　○ 智頭町立智頭中学校 

校長　渡邉　二之 　10万円
       「高い志をもち、自らを律して、主体的に学ぶ生徒の育成」
　　○ 倉吉市立鴨川中学校

校長　加藤　晋彦 　10万円
       「伝える」～言語活動の充実に向けて、生徒同士で、
　　　 思いを正確に伝えるための手立ての確立。～
　　○ 琴浦町立赤碕中学校
　　　　　　　　　　　校長　音田　　薫　10万円
       「ツルの恩返しＶ」
　　　（蔓性植物を利用したグリーンカーテンの作成に取り組み
　　　　  始めて５年。その成果と課題を追求します。）
　　○ 米子市立加茂中学校

校長　大東　治巧　10万円
        「未来につながる確かな学力と豊かな人間性の育成」
　　　　～生徒自らが主体的に活動し、思いを語り、
　　　　　受け入れられる集団づくり～
　　○ 境港市立第一中学校
　　　　　　　　　　校長　川田　修一　10万円

       「豊かな人間性を育む性教育をめざして」
　　　　～ＷＹＳＨ教育を基盤にして～
　　○ 大山町立大山中学校 
　　　　　　　　　　校長　宮邊　　満　10万円

       「わかる、できる喜びを感じる授業の構築と自然
　　   を愛する態度、環境保全に努めようとする態度
　　    を育てる。」
　　○ 鳥取東高等学校
　　　　　　　　　　教諭　言水さつき　10万円

　　　｢全国唯一のパフォーマンス大会である第５回書道パフォ
　　　　  ーマンス甲子園に出場し、本県の書道文化を広げたい」
　　○ 鳥取商業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　石本　将之　10万円

　　　｢マーチングバンドにおける打楽器の効果的活用」
　　○ 米子西高等学校
　　　　　　　　　　教諭　山口　明美　10万円

　　　｢書道パフォーマンス甲子園出場を通しての地域貢献」

　　○ 米子養護学校　   教諭　永井　弓子　10万円
　　　｢本校高等部は合唱を通して地域とつながっていきたいと考えて
　　　　　います。ＮＨＫ全国学校音楽コンクール出場やコンクールに向け
　　　　　た講習会の開催、老人施設への慰問などの助成を希望します。」

 　②　第二次給付校 　＜100万円＞
　　　＜小学校 50万円、中学校 30万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立福部小学校 

校長　岡本伊都子　10万円
　　　｢夢をもち、ともにきらめく子どもの育成」
 　        ～主体的に学習に取り組み考えを進んで表現する子ども～
　　○ 岩美町立岩美西小学校 
　　　　　　　　　　校長　池口　睦生　10万円

　　　｢ともにつながり、高め合う子どもの育成」
　　　　～各学年の発達段階に応じた学力の向上を図る～
　　○ 倉吉市立社小学校

校長　蔵増　幹夫　10万円
　　　｢校区にある歴史的遺産や豊かな自然を学習材として
　　　 体験を通した探求活動を展開し、子どもたちに確かな
　　　  学力と故郷を愛する心を育む」
　　○ 米子市立福米西小学校

校長　西村　秋仁　10万円
　　　｢学びを楽しむ子どもの育成」
　　　　 ～豊かな言葉の力をはぐくむ音読活動をめざして～
　　○ 米子市立彦名小学校

校長　辻田　賢次　10万円
　　　｢心身ともに美しくたくましい児童の育成をめざして」
           ～確かな学力の向上に向け、体育科、特別活動、
　　　　  総合的な学習を通して～
　　○ 鳥取市立青谷中学校

校長　平井　光一　10万円
　　　｢ＰＤＣＡサイクルの学校運営の実践」
　　○ 北栄町立大栄中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　｢ＮＩＥ教育を推進し、生徒の社会的関心を高め、
　　　　情報活用能力や知識、技能の活用力の育成を図る」
　　○ 米子市立美保中学校

教諭　安田　裕幸　10万円
　　　｢伸ばす学力　育む心」
   　 　～確かな知識と技能を身につけ、自らを律し、他との
　　　　　関わりを大切にする心を持った生徒の育成～
　　○ 鳥取県立鳥取西高等学校

教諭　小松　達也　10万円
　　　「科学の甲子園の全国大会に出場し、科学好き
　　　 の裾野を広げるとともに、生徒の学力の伸長
　　　   を目指す」
　　○ 鳥取県立鳥取聾学校

校長　後藤　裕明　10万円
　　　「子どもたちの未来を支える乳幼児教育相談の充
　　　  実と早期教育の推進」
   　 　  ～鳥取県の特別支援教育におけるセンター的
　　　　　機能の充実を図る～
　（２）教育団体研究助成　＜232.8万円＞
　　　県小学校長会  ５万円
　　　県中学校長会  ５万円
　　　県高等学校長協会  ５万円
　　　県特別支援学校長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校長会  ５万円
　　　県公立学校教頭会  10万円 

『歌舞伎・スカイツリーの旅』
西部地区　松井　智子

　今年度の旅行は、事務局と東中西部からの委員が
相談し、歌舞伎観劇とスカイツリーの旅と決まりま
した。24名の参加希望があり、賑やかで楽しい旅行
になりそうと思いました。
　11月５日（月）、出発の日はよく晴れて絶好の旅行
日和でした。飛行機から見える富士山は、頭を雲の上
にだしてとても美しかったです。私は、久しぶりの東
京行きで体調に不安はありましたが、夫と一緒です
ので安心でした。
　歌舞伎座は、平成25年4月の開場をめざして、急ピッ
チで工事が続けられていました。その前をバスで通過
し新橋演舞場へ。周りには料亭があり、いつもは静か
な界隈でしょう。和服姿の方もあってお洒落をして観
劇する楽しみはまた格別のものと思われました。
　例年11月は、新たな座組がお披露目される顔見世が
興業され「歌舞伎の正月」といわれるのだそうです。そ
の吉例顔見世大歌舞伎を今回観劇したのでした。
　私たち一行の席は一階。とてもよい席でした。初心
者は最初少し値段がはっても良い席を入手するのが
良いとのこと。客席最前列から、い・ろ・は順に並ん
でいるので７～９列目のいわゆる「とちり」席がお勧
め。舞台全体が見渡せるし役者の表情もよく分かる
からです。
　演目は、「双蝶々曲輪日記」「人情噺文七元結」の２
本です。恩ある山﨑与五郎のため、侍を殺めた関取濡
髪長五郎（市川左團次）を巡る義理人情、親子の情を
描いた名作。代官与兵衛は片岡仁左衛門でしたが、体
調不良のため休演。残念でした。
　歌舞伎の一番の楽しみは、好きな役者さんを観に
行くこと。間近に観て同じ空間にいる喜びが醍醐味
だという人もいるくらいですから。
　後半は、江戸の裏長屋に住む人々の情愛を描いた
傑作人情劇。人間関係がややこしくなく、これはよく
分かり理解できました。左官の長兵衛役は尾上菊五
郎が熱演でした。
　これまでの何度かの歌舞伎鑑賞で分かったこと
は、「家」によって継承されていること。“荒事”を創始
した市川家、怪談ものを当たり役とする尾上家など
家の芸として大切に引き継ぎ守っているからこそ今
日があるということなのです。
　これからももっと観て楽しみたいと思っていたと
ころ、昨年暮れには18代中村勘三郎氏57才、２月に
は12代市川團十郎氏66才が相次いで他界された。日

本歌舞伎界にとって大きな損失です。これから５年
10年の年を経てさらに名優になられたはずです。大
変惜しいことでございました。
　さて、今回の旅行団全員元気で１泊２日の旅を終
えたことが、一番嬉しいことでした。それに比べた
ら、スカイツリー見学が雨で下界は真っ白で見えな
かったなんて事は、小さな事。でも、ちょっぴり残念
でした。翌日は、東京は快晴だったそうですから。と
にかく、たくさん学んだよい旅でした。ありがとうご
ざいました。　

会 員 の 声

　　　県高等学校副校長・教頭会  10万円
　　　県立学校事務職員協会  20万円
　　　県立学校事務長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校事務長会  ５万円
　　　県教職員組合事務職員部会 10万円
　　　県公立小・中・特別支援学校事務職員研究会 

15万円
　　　県養護教諭部会  ５万円  
　　　県学校栄養士協議会  ５万円
　　　県教組・高教組 10万円
　　　小・中・県立学校の地区別校長会　  112.8万円
　（３）教育研究大会助成　＜55万円＞
　　　○第３８回全国学校図書館研究大会  15万円
　　　○平成24年度中国地区福祉科高等学校長会総会・
　　　      研究協議会並びに学科主任等研究協議会  ５万円
　　　○第３７回全国高等学校長協会体育部会、第４７回
　　　　 全国高等学校体育学科・コース連絡協議会総会、
　　　　  研究大会 　　　　　　　　　　　　 10万円
　　　○第60回中国地区公立高等学校事務職員研究大会

10万円
　　　○第４回中国地区少年友の会懇談会  ５万円
　　　○第１４回中国四国小学校家庭科教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円

　３　教育出版
　（１）教育実践研究論文集第６号の発行

　鳥取支部募集教育実践研究論文の上位入賞
の論文及び日教弘教育賞への推薦論文、東京海
上日動教育振興基金への推薦論文を論文集とし
てまとめ、広く鳥取県内の全教職員及び教育関
係者に紹介した。　　　　　  ７２２，４００円

三　教育文化事業
　１　教育文化助成
　（１）教育講演会等への助成　＜70万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会　　   　　　　 30万円
　　　　　演題「こころの笑顔」
　　　　　　　  ～こころから笑顔になっていますか～
　　　　　講師  曹洞宗　泉龍寺
　　　　　　　　住職　三島　道秀　氏
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　　  20万円
            　演題「鳥取県の高校生の喫煙・飲酒行動
　　　　　　　  および生活習慣～実態調査より～」
　　　　　講師　鳥取大学医学部環境予防医学分野 准教授  
　　　　　　　　 尾﨑　米厚　氏
                     　鳥取短期大学生活学科食物栄養専攻 教授
　　　　　　　   野津あきこ　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会   10万円
            　演題「親子コミュニケーションで夢の扉を開こう」
               講師  横浜市「きらっと」たんの個別支援教室主宰
                        丹野　節子　氏
　　　○ 青少年育成県民会議　　　　　 　 10万円
             第46回青少年育成県民大会
　　　　 青少年育成団体助成金交付団体の実践発表
　　　 ・「永江イエロー」
　　　　　米子市永江地区子ども会育成会　　
 　　　・「赤ちゃんとふれあい会」
　　　　　ぷろじぇくと　えん　
　(２) 芸術・文化活動助成　＜20万円＞

　　　○ 鳥取県中学校文化連盟　　 10万円
　　　○ 鳥取県高等学校文化連盟　 10万円
　(３) スポーツの奨励　　　＜35万円＞
　　　○ 県小学校体育連盟　　　　 10万円
　　　○ 県中学校体育連盟　　　　 10万円
　　　○ 県高等学校体育連盟　　　 10万円
　　　○ 県スポーツ少年団　 　   　   ５万円
＜福祉事業の取り組み＞
　「指定施設宿泊補助」は現職会員、友の会会員の
合計で、168泊、95名、362,000円でした。
  ご利用方法は以下のとおりです。

※教弘会館の宿泊は、平成25年３月31日をもって終了しました。

（１）弘済会の指定する宿泊施設を利用する場合は、
上記の表のとおり補助する。

（２）その家族が宿泊施設を利用する場合も補助する。
（３）宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予

約し、その後に弘済会事務局に宿泊者氏名、宿
泊年月日、宿泊施設名等を明らかにして利用券
申請する。

（４）利用券を宿泊施設のフロントに提出する。

＜共済事業の取り組み＞
　傷害保険で、退職者と現職者の家族が加入できる
「フルガード」は108名の加入があり、保険料の支払
いは以下のとおり８件（396,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・通路が雨でぬれていて足をすべらせ右手、右手首を
損傷。（傷害）
・スーパー駐車場で突風にあおられて転倒、顔面強打。
（傷害）
・駅のホームと電車の間に足をふみはずし、打撲。
（傷害）
・キウイの実を取っていた時に腰を捻る。（傷害）
・庭木の剪定中、右足の太ももの内側を裂傷。（傷害）
・玄関前の石段につまずき転倒。（傷害）
・車の座席に眼鏡を置いていて、気づかず座ってしまい、
破損。（携行品）
・鮎釣り中、釣竿にひびが入った。（携行品）
　その他、友の会の会員の皆様にも入っていただいて
いる自動車保険加入状況は以下のとおりでした。団体
契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご加入い
ただきたいと思います。

お尋ね、申込は、事務局へご連絡ください。
（ＴＥＬ 0857-26-5334）

平成24年度
教育振興事業の取り組み

教 弘 会 館
（東京都千駄ヶ谷）

それ以外の
指定宿泊施設

1泊目
2泊目
1泊目
2泊目

3,000円
3,000円
2,000円
2,000円

3,000円
3,000円
2,000円
2,000円

泊　数利用施設 会　員 家　族

 平成24年度加入件数 804

（平成23年度加入件数） （791)

13件の増

新橋演舞場案内看板

スカイツリー展望台

新橋演舞場にて集合写真
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　公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部は、
教弘保険の契約者配当金を資金として、多くの事業を
展開しました。

《教育振興事業（公益目的事業）》・・・
　　人材の育成、教育・文化の向上発展のために

一 奨学事業  
　１　貸与奨学金（大学生等対象）
　　・募集人員　30名

（1名100万円以内、就学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  23名　　2,075万円

　２ 給付奨学金
　（１） 高校生対象の給付奨学金
　　　・募集人員　37名（15万円：37名、県立学校31名、
 　　　   私立高校６名）
　　　・給付者　  37名　555万円　
　（２） 義援給付奨学金（災害救助法の適用地域、岩
　　　手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木

県、千葉県）より鳥取県に避難している公立学
　　　校の児童・生徒対象
　　　・給付者　34名（１人２万円）68万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文

 （１）平成２４年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜75万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 伯耆町立溝口中学校　　校長　加藤　雄三
　　　｢一人ひとりが輝く学校づくり」
　　　 ～「協同学習」の取り組みを通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立青谷小学校　　校長　渡辺　雅子
　　　｢わくわく！　いきいき！　本や人との出会い」
　 　 ～図書や資料を活用した言語活動の充実と、自
　　　  ら学ぶ力・伝え合う力の育成～
　　○ 琴浦町立浦安小学校　　校長　齋尾　宏伸
　　　｢地域に学び、一人一人が主体的に取り組む
　　　 社会科学習」
　　　 ～自ら調べ、考え、表現する授業を目指して～
　　○ 鳥取市立賀露小学校　校長　能藤　善彦
　　　｢学び合い　深め合い　自ら学びを拓く子」
　 　 ～分かることの楽しさを味わい、主体的に考える
　　　    子を育成する授業～
　　○ 米子市立福生東小学校　校長　下島　久幸
　　　｢これからの情報社会をたくましく生き抜く子ど
　　　 もの育成」
　　　  ～くらしを変える自分を変えるつながりを変える～
　　○ 八頭町立安部小学校　　校長　浅井知寿子
　　　｢豊かな心を育み、自ら学び考える子どもの育成」

　　　　～言葉を大切にして、学び合う国語学習の創造～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　・米子市立伯仙小学校　　校長　川上　伸也
　　　｢よりよい社会をめざして、再構築する子どもを
　　　  育てる授業構成」
　　　　～自分の考えを表現し、学び合いを通して高め合う子ども～
　　○ 南部町立法勝寺中学校　校長　遠田佳代子
　　　｢地域の教育力を生かした教育の推進」
　　　　～伝統文化一式飾りの制作を通して～
　　○ 三朝町立東小学校　　　校長　中前雄一郎
　　　｢豊かな言語活動に支えられたコミュニケーション力の育成」
　　　 ～ことばで伝え合い、仲間とともによりよく生きよ
　　　　　うとする子どもを目指して～
　　○ 米子市立車尾小学校　　校長　達磨　　晋
　　　｢自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
　　　 ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取県立境高等学校　　教諭　中岡　　充
         ｢自立した学習者を育てる」
          ～数学科における知識構成型ジグソー法授業の完成～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（２件）
　　○ 鳥取市立用瀬中学校　　教諭　鈴木洋一郎
         ｢心の通い合う仲間づくりを通して共に高まる」
　　　 ～教職員「仲間づくり」プロジェクトの取り組みから～
　　○ 伯耆町立岸本中学校　　校長　井田　博之
    　「取組の重点化と情報の流通・交換・共有による
　　　 学校組織マネジメント」
          ～学校反省と報・連・相を超えて～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（４件）
　　○ 米子市立加茂小学校　　教諭　堀田　純生
         ｢重なり合う音の響きを意識した音楽科の実践」
　　　～表現領域で工夫したことを鑑賞領域に生かす授業～
　　○ 大山町立大山小学校　　教諭　足立　桂子
         ｢家庭と心をつなぐ学級通信」
　　○ 八頭町立八東中学校　　教諭　下田　由人
         ｢『活用』学力を育成する実証的研究」
　　　 ～「活用」の５Ｗ１Ｈを意識すれば誰でもできる～
　　○ 鳥取県立鳥取盲学校　　教諭　西村　茂樹
         ｢生徒の夢を叶えるキャリア教育の実践」
　　　 ～視覚に障がいがある生徒の保育士への挑戦～
        
（２）第18回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞　１０万円（日教弘より）
　　○ 八頭町立八東中学校　　校長　加藤　邦雄
　　　｢人とのかかわり合いの中で、より良い生き方を
　　　 求めて意欲的に学ぶ生徒の育成」
　　　 ～学校で学んだことが、地域の中で発揮されれば、
　　　　 本物になる～
　　○ 南部町立西伯小学校　　校長　三谷　和明
　　　｢自ら学ぶ力、伝え合う力の育成」
         
（３）第29回　東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択　１０万円
　　（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 琴浦町立古布庄小学校　校長　山本　博美
　　　｢自ら考え　行動できる　心豊かでたくましい
　　　 子どもの育成をめざして」

　　　 ～学習力・社会力・持続力を育てる～
　②個人研究　採択　５万円（東京海上日動教育振興基金より）
　　○ 鳥取県立米子西高等学校　校長　友松　文嗣
　　　｢コラボレーションによる芸術教育・文化活動の深化」
　　　 ～書道パフォーマンスを通したコミュニケーション力の育成～

　２ 教育研究助成
 （１）奨励金
　 ①　第一次給付校          ＜260万円＞
　　　＜小学校 140万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立遷喬小学校

校長　栗岡　玲子　10万円
　　　｢対話を通して学び、学ぶことの楽しさを実感する子ども」
         　  ～学び合う学びを通し、背伸びとジャンプのある授業をつくる～
　　○ 鳥取市立美保小学校

校長　西尾　幹雄　10万円
　　　｢授業力を高める」
         　  ～「ことば」を活用し、学び合う授業づくり～
　　○ 鳥取市立末恒小学校

校長　岩田　洋子　10万円
　　　｢子どもたち一人一人が生き生きと輝くために」
         　  ～授業で学級づくり・授業で集団づくり～
　　○ 鳥取市立岩倉小学校

校長　大西　孝雄 　10万円
　　　｢「考える」岩倉の子を育てる教育活動の創造」
         　  ～学習したことを活用して、生活の中でよりよい思考・
　　　　  判断をする子どもの育成～
　　○ 鳥取市立河原第一小学校

校長　北村　正彦　10万円
　　　｢絆を深め、かがやく河一の子どもたち」
         　  ～伝え合い、つながり合い、高め合う仲間づくり～
　　○ 倉吉市立西郷小学校

校長　松田　裕一　10万円
　　　｢共に学び合う子どもの育成」
         　～確かに読み、しっかり考え、豊かに伝え合う子ども
　　　　 をめざして～
　　○ 倉吉市立灘手小学校

校長　松本　勝男　10万円
　　　｢ふるさとに誇りと愛着を持ち、進んでふるさとの
　　  　担い手となる児童の育成」
　　○ 琴浦町立東伯小学校

校長　西川　健治　10万円
　　　｢伝えつながり高め合う授業をめざして」
        ～自分の思いや考えを生き生きと伝え合い高め合
　　　　 うよう、効果的な指導法の工夫や支援の方法に
　　　　  ついて、研究を深める～
　　○ 琴浦町立八橋小学校

校長　清水　雅彦　10万円
　　　｢夢を持ち、その実現をめざして主体的に取り組
　　　 む子どもの育成」
     　  ～学習や運動に元気いっぱい力いっぱい取り組む～
　　○ 米子市立車尾小学校

校長　達磨　　晋　10万円
       「自分の思いや考えを深め、学びを共有できる子どもの育成」
         ～「かく」「伝え合う」活動を大切にした学習を通して～
　　○ 米子市立福生西小学校

校長　佐伯　啓子　10万円
　　　｢すすんで学び、考えを伝え合って、ともに伸びる子の育成」
     　     ～一人一人のニーズに応じた支援のあり方～

　　○ 米子市立住吉小学校
校長　西垣　　滋　10万円

       「学び合う喜びを感じ、共に高め合う子どもの育成」
　　○ 米子市立五千石小学校

校長　森尾　洋子　10万円
       「ことばでつながる、心がつながる、くらしにつながる
　　　 学びの創造」
       　  ～学びの自立をめざした国語科の授業づくり～
　　○ 日南町立日南小学校 

校長　青戸　晶彦　10万円
       「かかわり合いを通して、生き抜く力を身につける子
　　　 どもの育成」
       　　～自己効力を高める指導を通して～
　　○ 鳥取市立東中学校 

校長　西尾　裕子　10万円
       「心の居場所となる学級・学年経営の充実を基盤
　　　として、支え合い高め合う人間関係づくりと心の
　   　 教育の推進する。」
　　○ 鳥取市立西中学校 

校長　有本　健一 　10万円
       「豊かな心をもち、確かな学力を身につけた生徒の育成」
 　　　  ～学び合い、関わり合いのある授業の創造～
　　○ 智頭町立智頭中学校 

校長　渡邉　二之 　10万円
       「高い志をもち、自らを律して、主体的に学ぶ生徒の育成」
　　○ 倉吉市立鴨川中学校

校長　加藤　晋彦 　10万円
       「伝える」～言語活動の充実に向けて、生徒同士で、
　　　 思いを正確に伝えるための手立ての確立。～
　　○ 琴浦町立赤碕中学校
　　　　　　　　　　　校長　音田　　薫　10万円
       「ツルの恩返しＶ」
　　　（蔓性植物を利用したグリーンカーテンの作成に取り組み
　　　　  始めて５年。その成果と課題を追求します。）
　　○ 米子市立加茂中学校

校長　大東　治巧　10万円
        「未来につながる確かな学力と豊かな人間性の育成」
　　　　～生徒自らが主体的に活動し、思いを語り、
　　　　　受け入れられる集団づくり～
　　○ 境港市立第一中学校
　　　　　　　　　　校長　川田　修一　10万円

       「豊かな人間性を育む性教育をめざして」
　　　　～ＷＹＳＨ教育を基盤にして～
　　○ 大山町立大山中学校 
　　　　　　　　　　校長　宮邊　　満　10万円

       「わかる、できる喜びを感じる授業の構築と自然
　　   を愛する態度、環境保全に努めようとする態度
　　    を育てる。」
　　○ 鳥取東高等学校
　　　　　　　　　　教諭　言水さつき　10万円

　　　｢全国唯一のパフォーマンス大会である第５回書道パフォ
　　　　  ーマンス甲子園に出場し、本県の書道文化を広げたい」
　　○ 鳥取商業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　石本　将之　10万円

　　　｢マーチングバンドにおける打楽器の効果的活用」
　　○ 米子西高等学校
　　　　　　　　　　教諭　山口　明美　10万円

　　　｢書道パフォーマンス甲子園出場を通しての地域貢献」

　　○ 米子養護学校　   教諭　永井　弓子　10万円
　　　｢本校高等部は合唱を通して地域とつながっていきたいと考えて
　　　　　います。ＮＨＫ全国学校音楽コンクール出場やコンクールに向け
　　　　　た講習会の開催、老人施設への慰問などの助成を希望します。」

 　②　第二次給付校 　＜100万円＞
　　　＜小学校 50万円、中学校 30万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立福部小学校 

校長　岡本伊都子　10万円
　　　｢夢をもち、ともにきらめく子どもの育成」
 　        ～主体的に学習に取り組み考えを進んで表現する子ども～
　　○ 岩美町立岩美西小学校 
　　　　　　　　　　校長　池口　睦生　10万円

　　　｢ともにつながり、高め合う子どもの育成」
　　　　～各学年の発達段階に応じた学力の向上を図る～
　　○ 倉吉市立社小学校

校長　蔵増　幹夫　10万円
　　　｢校区にある歴史的遺産や豊かな自然を学習材として
　　　 体験を通した探求活動を展開し、子どもたちに確かな
　　　  学力と故郷を愛する心を育む」
　　○ 米子市立福米西小学校

校長　西村　秋仁　10万円
　　　｢学びを楽しむ子どもの育成」
　　　　 ～豊かな言葉の力をはぐくむ音読活動をめざして～
　　○ 米子市立彦名小学校

校長　辻田　賢次　10万円
　　　｢心身ともに美しくたくましい児童の育成をめざして」
           ～確かな学力の向上に向け、体育科、特別活動、
　　　　  総合的な学習を通して～
　　○ 鳥取市立青谷中学校

校長　平井　光一　10万円
　　　｢ＰＤＣＡサイクルの学校運営の実践」
　　○ 北栄町立大栄中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　｢ＮＩＥ教育を推進し、生徒の社会的関心を高め、
　　　　情報活用能力や知識、技能の活用力の育成を図る」
　　○ 米子市立美保中学校

教諭　安田　裕幸　10万円
　　　｢伸ばす学力　育む心」
   　 　～確かな知識と技能を身につけ、自らを律し、他との
　　　　　関わりを大切にする心を持った生徒の育成～
　　○ 鳥取県立鳥取西高等学校

教諭　小松　達也　10万円
　　　「科学の甲子園の全国大会に出場し、科学好き
　　　 の裾野を広げるとともに、生徒の学力の伸長
　　　   を目指す」
　　○ 鳥取県立鳥取聾学校

校長　後藤　裕明　10万円
　　　「子どもたちの未来を支える乳幼児教育相談の充
　　　  実と早期教育の推進」
   　 　  ～鳥取県の特別支援教育におけるセンター的
　　　　　機能の充実を図る～
　（２）教育団体研究助成　＜232.8万円＞
　　　県小学校長会  ５万円
　　　県中学校長会  ５万円
　　　県高等学校長協会  ５万円
　　　県特別支援学校長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校長会  ５万円
　　　県公立学校教頭会  10万円 

『歌舞伎・スカイツリーの旅』
西部地区　松井　智子

　今年度の旅行は、事務局と東中西部からの委員が
相談し、歌舞伎観劇とスカイツリーの旅と決まりま
した。24名の参加希望があり、賑やかで楽しい旅行
になりそうと思いました。
　11月５日（月）、出発の日はよく晴れて絶好の旅行
日和でした。飛行機から見える富士山は、頭を雲の上
にだしてとても美しかったです。私は、久しぶりの東
京行きで体調に不安はありましたが、夫と一緒です
ので安心でした。
　歌舞伎座は、平成25年4月の開場をめざして、急ピッ
チで工事が続けられていました。その前をバスで通過
し新橋演舞場へ。周りには料亭があり、いつもは静か
な界隈でしょう。和服姿の方もあってお洒落をして観
劇する楽しみはまた格別のものと思われました。
　例年11月は、新たな座組がお披露目される顔見世が
興業され「歌舞伎の正月」といわれるのだそうです。そ
の吉例顔見世大歌舞伎を今回観劇したのでした。
　私たち一行の席は一階。とてもよい席でした。初心
者は最初少し値段がはっても良い席を入手するのが
良いとのこと。客席最前列から、い・ろ・は順に並ん
でいるので７～９列目のいわゆる「とちり」席がお勧
め。舞台全体が見渡せるし役者の表情もよく分かる
からです。
　演目は、「双蝶々曲輪日記」「人情噺文七元結」の２
本です。恩ある山﨑与五郎のため、侍を殺めた関取濡
髪長五郎（市川左團次）を巡る義理人情、親子の情を
描いた名作。代官与兵衛は片岡仁左衛門でしたが、体
調不良のため休演。残念でした。
　歌舞伎の一番の楽しみは、好きな役者さんを観に
行くこと。間近に観て同じ空間にいる喜びが醍醐味
だという人もいるくらいですから。
　後半は、江戸の裏長屋に住む人々の情愛を描いた
傑作人情劇。人間関係がややこしくなく、これはよく
分かり理解できました。左官の長兵衛役は尾上菊五
郎が熱演でした。
　これまでの何度かの歌舞伎鑑賞で分かったこと
は、「家」によって継承されていること。“荒事”を創始
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家の芸として大切に引き継ぎ守っているからこそ今
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本歌舞伎界にとって大きな損失です。これから５年
10年の年を経てさらに名優になられたはずです。大
変惜しいことでございました。
　さて、今回の旅行団全員元気で１泊２日の旅を終
えたことが、一番嬉しいことでした。それに比べた
ら、スカイツリー見学が雨で下界は真っ白で見えな
かったなんて事は、小さな事。でも、ちょっぴり残念
でした。翌日は、東京は快晴だったそうですから。と
にかく、たくさん学んだよい旅でした。ありがとうご
ざいました。　

会 員 の 声

　　　県高等学校副校長・教頭会  10万円
　　　県立学校事務職員協会  20万円
　　　県立学校事務長会  ５万円
　　　県私立中学高等学校事務長会  ５万円
　　　県教職員組合事務職員部会 10万円
　　　県公立小・中・特別支援学校事務職員研究会 

15万円
　　　県養護教諭部会  ５万円  
　　　県学校栄養士協議会  ５万円
　　　県教組・高教組 10万円
　　　小・中・県立学校の地区別校長会　  112.8万円
　（３）教育研究大会助成　＜55万円＞
　　　○第３８回全国学校図書館研究大会  15万円
　　　○平成24年度中国地区福祉科高等学校長会総会・
　　　      研究協議会並びに学科主任等研究協議会  ５万円
　　　○第３７回全国高等学校長協会体育部会、第４７回
　　　　 全国高等学校体育学科・コース連絡協議会総会、
　　　　  研究大会 　　　　　　　　　　　　 10万円
　　　○第60回中国地区公立高等学校事務職員研究大会

10万円
　　　○第４回中国地区少年友の会懇談会  ５万円
　　　○第１４回中国四国小学校家庭科教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円

　３　教育出版
　（１）教育実践研究論文集第６号の発行

　鳥取支部募集教育実践研究論文の上位入賞
の論文及び日教弘教育賞への推薦論文、東京海
上日動教育振興基金への推薦論文を論文集とし
てまとめ、広く鳥取県内の全教職員及び教育関
係者に紹介した。　　　　　  ７２２，４００円

三　教育文化事業
　１　教育文化助成
　（１）教育講演会等への助成　＜70万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会　　   　　　　 30万円
　　　　　演題「こころの笑顔」
　　　　　　　  ～こころから笑顔になっていますか～
　　　　　講師  曹洞宗　泉龍寺
　　　　　　　　住職　三島　道秀　氏
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　　  20万円
            　演題「鳥取県の高校生の喫煙・飲酒行動
　　　　　　　  および生活習慣～実態調査より～」
　　　　　講師　鳥取大学医学部環境予防医学分野 准教授  
　　　　　　　　 尾﨑　米厚　氏
                     　鳥取短期大学生活学科食物栄養専攻 教授
　　　　　　　   野津あきこ　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会   10万円
            　演題「親子コミュニケーションで夢の扉を開こう」
               講師  横浜市「きらっと」たんの個別支援教室主宰
                        丹野　節子　氏
　　　○ 青少年育成県民会議　　　　　 　 10万円
             第46回青少年育成県民大会
　　　　 青少年育成団体助成金交付団体の実践発表
　　　 ・「永江イエロー」
　　　　　米子市永江地区子ども会育成会　　
 　　　・「赤ちゃんとふれあい会」
　　　　　ぷろじぇくと　えん　
　(２) 芸術・文化活動助成　＜20万円＞

　　　○ 鳥取県中学校文化連盟　　 10万円
　　　○ 鳥取県高等学校文化連盟　 10万円
　(３) スポーツの奨励　　　＜35万円＞
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　　　○ 県高等学校体育連盟　　　 10万円
　　　○ 県スポーツ少年団　 　   　   ５万円
＜福祉事業の取り組み＞
　「指定施設宿泊補助」は現職会員、友の会会員の
合計で、168泊、95名、362,000円でした。
  ご利用方法は以下のとおりです。

※教弘会館の宿泊は、平成25年３月31日をもって終了しました。

（１）弘済会の指定する宿泊施設を利用する場合は、
上記の表のとおり補助する。

（２）その家族が宿泊施設を利用する場合も補助する。
（３）宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予

約し、その後に弘済会事務局に宿泊者氏名、宿
泊年月日、宿泊施設名等を明らかにして利用券
申請する。

（４）利用券を宿泊施設のフロントに提出する。

＜共済事業の取り組み＞
　傷害保険で、退職者と現職者の家族が加入できる
「フルガード」は108名の加入があり、保険料の支払
いは以下のとおり８件（396,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・通路が雨でぬれていて足をすべらせ右手、右手首を
損傷。（傷害）
・スーパー駐車場で突風にあおられて転倒、顔面強打。
（傷害）
・駅のホームと電車の間に足をふみはずし、打撲。
（傷害）
・キウイの実を取っていた時に腰を捻る。（傷害）
・庭木の剪定中、右足の太ももの内側を裂傷。（傷害）
・玄関前の石段につまずき転倒。（傷害）
・車の座席に眼鏡を置いていて、気づかず座ってしまい、
破損。（携行品）
・鮎釣り中、釣竿にひびが入った。（携行品）
　その他、友の会の会員の皆様にも入っていただいて
いる自動車保険加入状況は以下のとおりでした。団体
契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご加入い
ただきたいと思います。

お尋ね、申込は、事務局へご連絡ください。
（ＴＥＬ 0857-26-5334）

平成24年度
教育振興事業の取り組み

教 弘 会 館
（東京都千駄ヶ谷）

それ以外の
指定宿泊施設

1泊目
2泊目
1泊目
2泊目

3,000円
3,000円
2,000円
2,000円

3,000円
3,000円
2,000円
2,000円

泊　数利用施設 会　員 家　族

 平成24年度加入件数 804

（平成23年度加入件数） （791)

13件の増

新橋演舞場案内看板

スカイツリー展望台

新橋演舞場にて集合写真
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初めて教弘の旅に参加して
中部地区　小谷悠一郎

　11月５日（月）、新橋演舞場『吉例顔見世大歌舞
伎（昼の部）』と６日（火）、『はとバス一日コー
ス（東京スカイツリー、浅草、隅田川下り）』の旅
は思い出が尽きない。歌舞伎を初めて観る機会を得
た。難しそうな伝統芸能だと敬遠してきたが、予想
を覆す親しみやすいものであった。上方を舞台にし
た『双蝶々曲輪日記』は、東京では戦後初めての上
演となる「井筒屋」に始まり、「難波裏」「引窓」
の三幕で、先ずこの作品の持つ魅力を堪能した。そ
れぞれ立場が違う母、二人の息子、弟の嫁が一生懸
命相手を思いやりながら悩む、美しい舞台だった。
重要な道具でもある引窓は、天井につけた明かり取
りの窓で、それを開閉することでドラマが展開する
仕掛けになっていた。昼食後、三遊亭円朝の人情噺
を劇化し、江戸の市井に生きる人々を生き生きと描
いた世話物『人情噺文七元結』を観劇した。この演
目では、悪人が一人も出てこない気持ちのいい話に
観終わって清々しいというか、いいものを観たとい
う感じがした。人情噺だけあって、分かりやすく共
感できる内容で私もホロリとした。尾上菊五郎（人
間国宝）の長兵衛の間合いも運びも鮮やかで、中村
時蔵の女房お兼との会話がいきる。実を言えば、尾
上菊五郎は私と同い年で、ABO式血液型もAB型で
同じだ。日本国民のAB型の分布は約10％で奇遇を
感じる。工事中の歌舞伎座は正面の波風屋根のとこ
ろに青いネットがついたままだった。新装なった歌
舞伎座は今春４月２日（火）に、人気俳優が出演し
て門出を華やかに彩る「柿落とし公演」の初日を迎
えた。５月26日（日）、ＮＨＫが全七演目「柿落と

し四月大歌舞伎」を編集してハイライトで二時間放
映した。歌舞伎座は1889年（明治22年）11月10日
（日）の開場以来、建て替えを重ね新劇場は五代目
だ。400年余の歴史を持つ歌舞伎は新たな拠点で伝
統を受け継いで行く。歌舞伎は娯楽の王様だ。私は
歌舞伎座ファンになってしまった。

　２日目は、生憎雨がちの天候だった。先ず東京ス
カイツリーを訪れた。第１展望台（350m）で雲間
から東京の街並みを時折見ることができた。西方に
隅田川が見えた。晴天ならば、東京の大パノラマを
満喫出来たであろう。第２展望台（450m）では、
ガラスで覆われた空中回廊から関東一円を見渡す広
大なビューが楽しめる。はとバスのこの観光コース
には第２展望台の料金が含まれていない。大人
1,000円でそこに入場できる。雨天なので私は第２
展望台に行かなかった。第２展望台からの眺望は今
後の楽しみとしたい。昨年２月29日（水）に竣工し
た東京スカイツリー（634m）は、600mの広州塔
（中国）を抜き、「自立した電波塔」としては世界
一の高さを誇る。都心部に超高層ビルが乱立し、東
京タワーでは電波が届きにくい場所が増えてきたた
めに21世紀に必要に迫られて造られた。実際に現地
に訪れて驚くのは、東京タワーよりも高いものが東
京タワーよりもはるかに狭い土地に建てられている
こと。50年にわたる技術進歩の賜物である。そのた
め真下まで近づいて基部の鋼材が錯綜している部分
を堪能できる。バリアフリーとユニバーサルデザイ
ンが行き届いている。この「東京スカイツリー」を
中心にして、東西約400m、敷地面積約36,900㎡の

広大な敷地に、全312店ものショップやレストラン
が入った商業施設「東京ソラマチ」、すみだ水族
館、プラネタリウム”天空“、オフィスビルなどが犇
めいている。この界隈は「東京スカイツリータウ
ン」と呼ばれる。東京スカイツリーは、５月22日
（水）に開業一周年を迎えたが、５月14日（火）に
は「東京スカイツリータウン」の来場者数が五千万
人を超えた。５月20日（月）には東京スカイツリー
の来場者が634万人を突破した。５月31日（金）午
前９時、地上波テレビ放送の電波送信が東京タワー
から東京スカイツリーへバトンタッチした。東京ス
カイツリーの問題点として、経済面、環境・安全
面、落雪問題、受信障害等があるようだ。東京スカ
イツリー効果のドーナツ化現象が生じている。東京
スカイツリーの動向から目が離せない。

　２日目の昼食後、初めて浅草を訪れた。雷門がラ
ンドマークで、80分間散策した。昔ながらの街並み
や風情が残る浅草には粋な江戸情緒が味わえる老舗
が続々と軒を連ねる。江戸っ子気分を楽しみながら
の散策は格別だった。浅草寺境内から東京スカイツ
リーが望める。仲見世は外国からの旅行者も多く諸

言語が飛び交っていた。私が話しかけた若いカップ
ルはメキシコからハネムーンで来日していた。浅草
寺は外国人観光客が多いが、それは雷門の提灯や仲
見世通りの雰囲気など日本文化がわかりやすく存在
しているのかもしれない。宝蔵門の裏側に架けてあ
る「特大わらじにはびっくりした。浅草寺境内の
「時の鐘」を見て、松尾芭蕉の句「花の雲　鐘は上
野か　浅草か」を思い出した。隅田川の水上バス乗
り場は雷門から目と鼻の先にあった。「隅田川下り
（40分）」で、ふと思ったことがある。目測で川面
から堤防の天端までの高さが数メートルの地点があ
った。東日本大地震の震源地の南にある房総半島沖
を震源とした大地震が起こる可能性が報じられてい
る。地震で地盤沈下や堤防の緩みが起きた後、台風
や大雨が来る「複合災害」が心配だ。もし、予想だ
にしない大津波が都を直撃すれば大惨事は免れない
かもしれない。組織的な河川津波対策が講じられて
いればよいのだが。首都直下地震で最も恐ろしいの
は火災だ。火災旋風が首都を襲ったらどうなるのだ
ろうか。浅草から日の出桟橋との間にかかる12の橋
は、色や形の個性的な橋ばかりだった。橋の耐震性
は大丈夫だろうか。防災・安全論の視点でいろいろ
気になった。東日本大震災の記憶と教訓を絶対に風
化させてはならない。
 教弘の旅は有意義な初めてづくしの旅だった。早
いものであれから半年経過した。初日の夜、ホテル
での懇親会が盛り上がったことも記したい。素敵な
旅行団だった。「人生は思い出づくりと言う方がい
る。昨秋の旅が鮮明に思い出される。

はとバスの待合所

スカイツリーエレベーター（切子細工で表現した隅田川花火）

雷門にて集合写真

リニューアルした東京駅

隅田川下り船内より
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えた。５月26日（日）、ＮＨＫが全七演目「柿落と

し四月大歌舞伎」を編集してハイライトで二時間放
映した。歌舞伎座は1889年（明治22年）11月10日
（日）の開場以来、建て替えを重ね新劇場は五代目
だ。400年余の歴史を持つ歌舞伎は新たな拠点で伝
統を受け継いで行く。歌舞伎は娯楽の王様だ。私は
歌舞伎座ファンになってしまった。

　２日目は、生憎雨がちの天候だった。先ず東京ス
カイツリーを訪れた。第１展望台（350m）で雲間
から東京の街並みを時折見ることができた。西方に
隅田川が見えた。晴天ならば、東京の大パノラマを
満喫出来たであろう。第２展望台（450m）では、
ガラスで覆われた空中回廊から関東一円を見渡す広
大なビューが楽しめる。はとバスのこの観光コース
には第２展望台の料金が含まれていない。大人
1,000円でそこに入場できる。雨天なので私は第２
展望台に行かなかった。第２展望台からの眺望は今
後の楽しみとしたい。昨年２月29日（水）に竣工し
た東京スカイツリー（634m）は、600mの広州塔
（中国）を抜き、「自立した電波塔」としては世界
一の高さを誇る。都心部に超高層ビルが乱立し、東
京タワーでは電波が届きにくい場所が増えてきたた
めに21世紀に必要に迫られて造られた。実際に現地
に訪れて驚くのは、東京タワーよりも高いものが東
京タワーよりもはるかに狭い土地に建てられている
こと。50年にわたる技術進歩の賜物である。そのた
め真下まで近づいて基部の鋼材が錯綜している部分
を堪能できる。バリアフリーとユニバーサルデザイ
ンが行き届いている。この「東京スカイツリー」を
中心にして、東西約400m、敷地面積約36,900㎡の

広大な敷地に、全312店ものショップやレストラン
が入った商業施設「東京ソラマチ」、すみだ水族
館、プラネタリウム”天空“、オフィスビルなどが犇
めいている。この界隈は「東京スカイツリータウ
ン」と呼ばれる。東京スカイツリーは、５月22日
（水）に開業一周年を迎えたが、５月14日（火）に
は「東京スカイツリータウン」の来場者数が五千万
人を超えた。５月20日（月）には東京スカイツリー
の来場者が634万人を突破した。５月31日（金）午
前９時、地上波テレビ放送の電波送信が東京タワー
から東京スカイツリーへバトンタッチした。東京ス
カイツリーの問題点として、経済面、環境・安全
面、落雪問題、受信障害等があるようだ。東京スカ
イツリー効果のドーナツ化現象が生じている。東京
スカイツリーの動向から目が離せない。

　２日目の昼食後、初めて浅草を訪れた。雷門がラ
ンドマークで、80分間散策した。昔ながらの街並み
や風情が残る浅草には粋な江戸情緒が味わえる老舗
が続々と軒を連ねる。江戸っ子気分を楽しみながら
の散策は格別だった。浅草寺境内から東京スカイツ
リーが望める。仲見世は外国からの旅行者も多く諸

言語が飛び交っていた。私が話しかけた若いカップ
ルはメキシコからハネムーンで来日していた。浅草
寺は外国人観光客が多いが、それは雷門の提灯や仲
見世通りの雰囲気など日本文化がわかりやすく存在
しているのかもしれない。宝蔵門の裏側に架けてあ
る「特大わらじにはびっくりした。浅草寺境内の
「時の鐘」を見て、松尾芭蕉の句「花の雲　鐘は上
野か　浅草か」を思い出した。隅田川の水上バス乗
り場は雷門から目と鼻の先にあった。「隅田川下り
（40分）」で、ふと思ったことがある。目測で川面
から堤防の天端までの高さが数メートルの地点があ
った。東日本大地震の震源地の南にある房総半島沖
を震源とした大地震が起こる可能性が報じられてい
る。地震で地盤沈下や堤防の緩みが起きた後、台風
や大雨が来る「複合災害」が心配だ。もし、予想だ
にしない大津波が都を直撃すれば大惨事は免れない
かもしれない。組織的な河川津波対策が講じられて
いればよいのだが。首都直下地震で最も恐ろしいの
は火災だ。火災旋風が首都を襲ったらどうなるのだ
ろうか。浅草から日の出桟橋との間にかかる12の橋
は、色や形の個性的な橋ばかりだった。橋の耐震性
は大丈夫だろうか。防災・安全論の視点でいろいろ
気になった。東日本大震災の記憶と教訓を絶対に風
化させてはならない。
 教弘の旅は有意義な初めてづくしの旅だった。早
いものであれから半年経過した。初日の夜、ホテル
での懇親会が盛り上がったことも記したい。素敵な
旅行団だった。「人生は思い出づくりと言う方がい
る。昨秋の旅が鮮明に思い出される。

はとバスの待合所

スカイツリーエレベーター（切子細工で表現した隅田川花火）

雷門にて集合写真

リニューアルした東京駅

隅田川下り船内より
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保険期間満了手続きについて
ジブラルタ生命保険鳥取エリア所属の営業担当社員により案内させていただきます。
（1）保険期間満了を迎える約2ヶ月前に営業社員を通じて案内されます。
（2）営業担当社員により、前もってご都合及びご用意いただくもの等を電話等でお知らせいたし

ます。
（3）お約束の日に指定先へ訪問します。（保険期間満了手続と新保険加入等について）

①満期金がある場合、保険期間満了日到来以降ご指定の口座に入金されます。
　＊書類が集中した場合等若干遅れることもございますのでご了承ください。
②保険期間満了後も保障継続を選択された場合、新たに保険料を納入していただきます。後日
営業担当社員が新保険証券を持参いたします。必ず新加入保険の内容をご確認いただきます
ようお願いします。

「満期金、その他の保障は…etc」…その保険期間満了手続き等の手順についてお知らせします

11

保険期間満了到来契約のお取扱いについて

（1）80歳までの保障延長プラン（新教弘保険Ｋ型）
ご加入いただいております教弘保険の死亡保険金の範囲内で、80歳まで万一の場合の保障をご
継続いただくことができます。保険料につきましては、65歳以降も80歳まで（5年ごとに保険
料が変わります）のお払込が必要となります。
※ご契約にあたっては、共済事業（提携保険事業）引受会社ジブラルタ生命の商品パンフレット、
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧下さい。

（2）保障継続を行わない場合
　　満期金がある場合は、満期受取金の一時金受取をして下さい。

22

65歳 80歳

死亡保険金（高度障害給付金）
5年更新

（集団契約特約付勤労保険）

保険料払込期間

手続き方法、保険内容等詳細については、ジブラルタ生命保険の最寄りの支部までお問い合わせ下
さい。（弘済会までお電話いただければ、担当支部へ連絡を取り営業担当社員よりお答えさせてい
ただきます。）
※上記は2013年７月1日現在の内容です。

65歳保険期間満了時に
保険はどうなるの？

●●●
●●●●●●●●●●●●●●●教弘保
険の保険期間満了をお迎えの方へ

10
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¡新支部長あいさつ

¡友の会研修旅行案内

¡

¡会員の声（旅行記）

¡教弘保険の継続を「継続は力なり」

¡平成25年度運営委員会報告

¡第15期役員（25年度用）

《25年度用》

11

尾 﨑 祥 彦
中　林　　　保
山　下　　　旭
松　井　智　子
村　田　隆　子
蓮　佛　吉　雄
福　本  國　愛 

博　田　　　信
城 戸 宏 子 
岩　垣　治　世
小　谷　悠一郎
小　川　  聰
塚　田　安　雄
奥　田　正　武

足　立　忠　志
押 村 克 彦
中 村 金 一
西 田 稔 子
加持谷　典　範

会　　　　長
副 会 長（東）
　 〃 　（中）
　 〃 　（西）
運営委員（東）
　 〃 　（〃）
　 〃 　（〃）

運営委員（東）
　 〃 　(〃）
　 〃 　（中）
　 〃 　（〃）
　 〃 　（〃）
　 〃 　（西）
　 〃 　(〃）

運営委員（西）
　 〃 　（〃）
監　査（東）
    〃    （中）
    〃    （西）

役　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名役　名 役　名

平成25年度事業計画2

1 平成24年度　事業報告及び会計決算報告

鳥取教弘友の会役員
（第15期　平成24年度～25年度）

◆役　　員（19名）　☆新役員

……P1

……P2

…P2～5

…P6～8

……P9～10

……P11

……P11

平成25年度

(1) 事業報告
① 平成24年度　総会の出席状況

②「友の会」会報の発行（23号）……７月
③「教弘手帳」の配布（希望者）……11月
④ 研修旅行  11月 5日（月）6日（火）東京２日間の旅　参加者は24名でした。

(2) 会計決算報告及び会計監査報告 
　事務局長より会計報告があり、西田稔子監査の監査報告で、会計関係書類すべて正確、適正に処理されてい
る旨の報告がありました。

(1) 事業計画
① 総会の開催
　◎秋に各地区ごとに開催
　　※ 東部地区  9 月 30日（月）　場所 白兎会館
　　※ 中部地区 10月 4 日（金）　場所 倉吉シティホテル
　　※ 西部地区  9 月 25日（水）　場所 米子ワシントンホテル
　◎当日の会費として、1人1,000円を徴収
②「友の会」会報の発行　7月   
　◎特集号：平成24年度教育振興事業の様子／平成24年度友の会親睦旅行記
③「教弘手帳」配布（希望者）　　　
④ 親睦旅行
　※今年度も、親睦旅行委員会を設置し、日程、場所等に　　　
　　ついて検討し案内をします。
⑤ 指定施設宿泊補助 
　◎会員及びその家族が弘済会の指定する宿泊施設を利
　　用する場合は、右記の表のとおり助成します。
　◎宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予約し、　
　　その後に弘済会事務局に宿泊者氏名、宿泊年月日、　
　　宿泊施設名等を報告してください。「宿泊施設利用券」を送付します。
　◎利用券を宿泊施設のフロントに提出してください。

永年勤続表彰
◎福本　國愛 様　（運営委員５年）
◎博田　　信 様　（運営委員５年）

特集：教育振興事業の取り組み

※指定宿泊施設については、日教弘ホームページの
　『指定宿泊一覧』をご覧ください

友の会運営委員会報告友の会運営委員会報告
日　時：平成２5年５月２日（木）１１時より

場　所：セントパレス倉吉　

世界初（「砂」素材にした美術館） フレンチルネッサンス様式（仁風閣）

山陰海岸ジオパーク(浦富海岸) 日本一（鳥取砂丘）

東　部 中　部 西　部 県　外 合　計
622人
  44人
7.1%  （7.4）

246人
  29人
11.8%（7.4）

410人
 35人
8.5%（9.4）

23人
  0人
0%  （0.4）

1,301人
   108人
8.8%  （8.8）

会 員 数
出席者数
出席率(23年度)

指定宿泊施設
1泊目
2泊目

2,000円
2,000円

2,000円
2,000円

泊　数利用施設 会　員 家　族


