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1 平成25年度　事業報告及び会計決算報告

鳥取教弘友の会役員
（第16期　平成26年度～27年度）

◆役　　員（19名）　☆新役員
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…P2～5

…P6～8

……P9～10

……P11

……P11

平成26年度

(1) 事業報告
① 平成25年度　総会の出席状況

②「友の会」会報の発行（24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～7日　東北2泊3日の旅　参加者は19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、加持谷典範監査の監査報告で、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 29日（月）　場所 白兎会館
　　※ 中部地区 9 月30日（火）　場所 倉吉シティホテル
　　※ 西部地区  9 月 24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25年度教育振興事業の様子／平成25年度友の会親睦旅行記
③「教弘手帳」配布（希望者）　　　
④ 研修旅行
　※今年度も、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。

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

※1拍目の補助金を増額しました。

日　時：平成２6年５月２日（金）１１時より
場　所：セントパレス倉吉　

早春の花回廊

東　部 中　部 西　部 県　外 合　計
618人
  44人
7.1%  （7.1）

250人
  23人
9.2%（11.8）

394人
 33人
8.4%（8.5）

23人
  1人
4.3%  （0.0）

1,285人
   101人
7.8%  （8.3）

会 員 数
出席者数
出席率(24年度)

指定宿泊施設
1泊目
2泊目

3,000円
2,000円

3,000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

　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、平成26年度は、公益財団法人日本教育公
務員弘済会鳥取支部が創立60周年を迎えました。
長い歴史の中では様々な出来事もありましたが、そ
れを鳥取県のオール教育界が一致協力して乗り越
え、教育の振興に寄与すること及び教職員の福祉
向上のために全力を挙げて取り組んできとところ
です。
　そこで、この60年の歴史を振り返ってみたいと思
います。
　昭和24年に静岡県で教職員のための共済貯蓄
組合が設立され、昭和26年には、静岡県教育公務
員弘済会と改組され共済事業が行われました。そし
て、これを全国的に広げようと、昭和27年７月に日
本教育公務員弘済会が設立されました。この時期
は、戦中から戦後にかけての社会の混乱、食糧事
情の悪化、人心の荒廃などから、教職員の生活も
不安定な状況にありました。また、当時の教職員の
給料は世間一般より低い水準にあり、また、早期
退職促進政策もすすめられており、退職後、年金が
おりるまでの期間、困窮する教職員も少なくありま
せんでした。さらに、不幸にして一家の柱が失われ
た場合、遺族の生活保障もままなりませんでした。
そこで、まず教職員の生活安定を図ることが教育
界の復興につながるという信念のもとに、互助の
精神で教弘保険が考えられ推進されたのです。
　昭和27年には、宮城、茨城、岡山の各県が支部
を設立し、翌、28年には、山口、山形、鹿児島、29
年に、東京、広島、香川をはじめ11都県が支部を設
立しました。鳥取県も、昭和29年９月に当時の鳥取
県の教育関係者が一致協力して、全国で１５番目に
日本教育公務員弘済会鳥取支部を設立しました。
  昭和30年には、日本教育公務員弘済会は、保険
から生まれる収入（契約者配当金）を多くの人の役
に立つようにと、文部省（現文部科学省）の許可を
得て財団法人となり公益事業として奨学金貸付を
始めました。
  その後、昭和33年には、46都道府県にそれぞれ

公益財団法人日本教育公務員弘済会
鳥取支部創立６０周年

　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名程度

（1名100万円以内、修学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  ３２名　　2,725万円

　２ 給付奨学金
　　（１）高校生対象の給付奨学金
　　　・給付対象校は、教弘会員が存在する県立学校
　　　　３２校及び私立高校６校の計３８校（１校辞退）
　　　・募集人員　38名（20万円：38名　県立学校32名
　　　　　　　　　　　   私立高校６名）　　
    　　・給付者（20万円給付）26校 26名
　　　　　　　 （10万円給付）11校 22名　
　　（２）義援給付奨学金
　　　（平成24年度より単年度毎に３年間実施）
　　　・給付対象者は、平成23年3月11日の東日本大
　　　　震災の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
　　　　（東京都を除く）より　鳥取県に避難してい
　　　　る公立学校の児童・生徒
        ・　給付金額は、１人２万円
        ・　給付者　27名　54万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成２５年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜66万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取市立福部中学校　　校長　濱崎　裕生
　　　「思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美
　　　 しく）を高めていく生徒の育成」
　　　 ～総合的な学習の時間の探究的な学習を通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 琴浦町立八橋小学校　　校長　清水　雅彦
　　　｢仲間と進んで関わり合い、自分の思いを生き生
　　　  きと表現する子どもの育成」
　　○ 鳥取市立浜村小学校　　校長　前田　哲雄
　　　｢心と学びのひとりだちをめざして」
　　　 ～特別活動を中心とした『生きて働く　段取
　　　 る力・主張する力・振り返る力』の育成～
　　○ 日南町立日南小学校　校長　青戸　晶彦

平成25年度
教育振興事業の取り組み

鳥取教弘友の会　研修旅行

屋久島・指宿温泉を訪れる２泊３日九州の旅

鳥取・米子から岡山へ そして新幹線にて鹿児島中央へ〔九州新幹線が楽しみ〕
高速船トッピーにて屋久島へ（屋久島環境文化村センター）
ホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）
屋久島（千尋の滝、屋久島自然館、紀元杉、安房(昼食)
志戸子ガジュマル園）宮浦から指宿温泉へ
指宿温泉≪砂蒸し風呂≫（ホテルにて夕食）

旅行代金未定（検討中）
旅行委員会メンバー　〔蓮佛吉雄（東部）　小谷悠一郞（中部）　奥田正武（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。）

主
な
行
程（
検
討
中
）

10/27（月）

10/28（火）

鹿児島を散策（長崎鼻〔薩摩富士展望〕、知覧特攻平和会館
霧島市（黒酢製造見学）鹿児島中央から岡山へ　在来線にて鳥取･米子へ10/29（水）

　　　｢関わり合いを通して、生き抜く力を身につけ
　　　 る子どもの育成」
　 　 ～保小中が一貫して行う、自己効力を高める取
　　　  組を通して～
　　○ 鳥取市立高草中学校　校長　三谷　祐児
　　　｢高草中学校版功過格表」を使い道徳的実践力
　　　 を高める
　　○ 鳥取県立倉吉西高等学校　校長　松本　清治
　　　｢授業改革を通した学力向上の取組」
　　　～思考を促す発問の在り方について～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　○鳥取市立遷喬小学校　　校長　栗岡　玲子
　　　｢地域を知り、地域に誇りを持つ子どもの育成をめざして」
　　　　～大学生とのコラボによる総合的な学習の実践を通して～
　　○ 鳥取市立南中学校　校長　吉田　倫久
　　　｢思考力・判断力・表現力をはぐくむ言語活動」
　　　　～単元を通じた指導と評価の工夫～
　　○ 境港市立第一中学校　　校長　木村　一也
　　　｢知性を備え 人間性豊かで 心身ともに健やかな生徒の育成」
　　　 ～ＷＹＳＨ教育の取り組みを通して～
　《奨励賞　特別賞》･･････特別賞として、論文集に掲載
　　○ 鳥取大学附属幼稚園　　園長　森　信寛
　　　｢学びをつなぐカリキュラムの創造Ⅱ」
　　　 ～遊びの充実をめざして～第1年次～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 米子市立福生東小学校　教諭　波多野健司
         ｢書くことのよさを感じ、書くことを楽しむ心を育てるために」
          ～一枚文集の実践から見えてきたもの～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校　教諭　酒本　伸也
         ｢つまずきの要因から　つまずかない指導・支援へ」
　　　 ～書字につまずきのある生徒への漢字指導を通して～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（２件）
　　○ 大山町立中山小学校　　校長　佐伯　佳彦
         ｢職員朝会を英語で」　　  教諭　河本 　　洋
　　○ 大山町立名和小学校　　教諭　西本　靖司
         ｢全校で取り組む家庭学習の実践」
 （２）第19回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞
　　○ 鳥取県立倉吉総合産業高等学校　校長　竹ノ内誠一
　　　｢地域の発展に貢献できる人材の育成を目指して」
　　　 ～時間を意識した良き生活習慣の確立と表出活動の取組～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校　校長　野崎　淳介
　　　｢なぜ、鳥商デパートは本校教育の集大成なのか」
　　　　   ～地域の産業経済界をリードし、活躍する人材を育成する～
（３）第30回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択
　　○ 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～
　②個人研究　採択
　　○ 鳥取県立八頭高等学校　校長　小川　丹
　　　｢白文読みを取り入れたグループ学習による読解力
　　　 の向上について」
　２ 教育研究助成

 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①　第一次贈呈校         ＜280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立久松小学校 

校長　山下　公男　10万円
　　　｢思考力・表現力を高め、学びを創り出す子どもの育成」
 　　○ 鳥取市立湖山西小学校

校長　護田　彰一　10万円
　　　｢学びを生かし、生活をよりよくしようとする子どもをめざして」
         　  ～つながりあい　みんな輝く　湖山西～
　　○ 鳥取市立西郷小学校

校長　吉田　修　10万円
　　　｢体験・交流活動をとおして地域のすばらしさ
　　　  を知り、地域に誇りをもつ子どもの育成」
         　  ～言語活動を大切にした生活科・総合的な学習の時間を中心に～
　　○ 鳥取市立散岐小学校

校長　西垣　康正 　10万円
　　　｢志をもち、自分の夢に向かって取り組む自立した子どもの育成」
         　  ～家庭・地域との連携を通して～
　　○ 鳥取市立青谷小学校

校長　渡辺　雅子　10万円
　　　｢ふるさと青谷のすばらしさを力強く表現できる子の育成」
         　  ～表現運動・全校表現を通して～
　　○ 八頭町立郡家西小学校

校長　福田　浩則　10万円
　　　｢自分の考えをもち、表現し、ともに高め合う子どもの育成」
         　～言語の力を基礎とする習得・活用・探究型の授業の構築～
　　○ 倉吉市立高城小学校

校長　吉田　　譲　10万円
　　　｢ふれあい　つたえあい　みがきあい」
        　～自分の思いや考えを伝え合いながら、ともに                                   
　        　高め合う子どもの育成～
　　○ 倉吉市立関金小学校

校長　繁原　佳人　10万円
　　　｢実感を伴った理解を図る理科学習の追究」
        　～子どもたちの主体的な問題解決を通して～
　　○ 琴浦町立以西小学校

校長　藤原　憲司　10万円
　　　｢かかわり合いながら わかる・できる 体育学習」
　　○ 琴浦町立成美小学校

校長　那須　一仁　10万円
　　　「つながる　ひびく　成美の輪」
          ～主体的に取り組み、見方・考え方を深める社会科学習～
　　○ 米子市立啓成小学校

校長　内田　正志　10万円
　　　｢これからの時代に求められる言語能力の育成」
          ～生きてはたらく「ことばの力」を育てる国語科の実践～
　　○ 米子市立福生東小学校

校長　景山　信子　10万円
　　　「豊かな人間関係づくりや、よりよい学校生活づ
　 　　くりに意欲的に取り組む子どもの育成」
       　  ～自分が好き・友だちが好き・学校が好き～
　　○ 米子市立福米東小学校 

校長　森田　　栄　10万円
　　　「豊かな心と確かな学力をもつ  たくましい子どもの育成」
       　　～道徳の時間の指導を要として、広がれ、はあとふる東っ子～
　　○ 米子市立和田小学校 

校長　上村　一也　10万円
　　　「考えを深め進んで話し合い、自分らしさを発
　　　揮する子どもの育成」
　　○ 米子市立淀江小学校 

校長　安達　義昭 　10万円
　　　「自分で考え、話し合い、つながりあう子どもの育成」
 　　　 ～よりよい生活や人間関係を築くための「話・輪・和・環」～
　　○ 大山町立大山西小学校 

校長　狩野　　実 　10万円
　　　「伝え合う力を育み、自ら学ぶ児童の育成」
　　　～自分の考えを持ち、練り合う活動をとおして～
　　○ 鳥取市立北中学校

校長　有本　健一 　10万円
　　　「志を持ち、豊かな学びを追求する生徒の育成」
　　　～学びの楽しさ、奥深さを実感させる授業づくり～
　　○ 鳥取市立高草中学校
　　　　　　　　　　校長　三谷　祐児　10万円
　　　「道徳の授業研究、マナーアップ講演会の実施、高草中版
　　　   功過格の実践をとおして生徒の道徳的実践力を高める」
　　○ 八頭町立船岡中学校

校長　木下　俊児　10万円
　　　「学ぶ意欲を引き出す授業の工夫」
　　　　～思考力・判断力・表現力を育てる、習得・活用・
　　　　 　探究型の授業づくりの推進～
　　○ 倉吉市立東中学校
　　　　　　　　　　校長　石田　正紀　10万円
　　　「学び合いを大切にし、自ら進んで学ぼうとする生徒の育成」
　　　　～言語活動の充実を目指した授業の創造～
　　○ 北栄町立北条中学校 
　　　　　　　　　　校長　磯江　哲昭　10万円
　　　「新しい教育課程に対応した情報活用・発信能力の育成」
　　　　～デジタル教科書の活用をとおして～
　　○ 米子市立東山中学校
　　　　　　　　　　校長　本池　弘昭　10万円
　　　「確かな学力と豊かな心をもった生徒の育成」
　　　 ～活用する力を育て、学習意欲を高める学習指導の創造～
　　○ 境港市立第二中学校
　　　　　　　　　　校長　松本　敏浩　10万円
　　　「確かな『基礎学力の定着』をめざして」
　　　 ～特別支援教育の視点に立った授業づくりを基礎として～
　　○ 大山町立名和中学校
　　　　　　　　　　校長　船越　延子　10万円
　　　「母校に誇りと愛着を持ち、自己肯定感が高く、心豊か
　　　   で何事にも積極的に取り組む生徒の育成をめざして」
　　○ 岩美高等学校　   教諭　岩田　久志　10万円
　　　「岩美高等学校吹奏楽部Blue  Martin  Jazz  
　　　  Orchestra第29回ジャパン･ステューデント･ジャズ･
　　　  フェスティバル2013（神戸市）への出演」
　　○ 鳥取工業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　藤田　正則　10万円
　　　「Ene-1GP  Suzuka（鈴鹿国際レーシングコース）
　 　　参加車両の製作（電池をエネルギーとしてモー
　 　　ターを回し走行タイムを競う大会）
　　○ 米子東高等学校   副校長　小澤　敏正　10万円
　　　「本校と台湾国立陽明高級中学との国際交流
　　　 活動を通して、自国の伝統芸能の大切さと文
　　　 化の多様性を学ぶ」

　　○ 県立米子養護学校   教諭　井上由紀子　10万円
　　　「創作神楽で、特別支援学校と高等学校によるコラボ発表の実現」
　　　　  ～自己存在感の高揚と共生社会の実現のために～

 　②　第二次贈呈校 　＜130万円＞
　　　＜小学校 70万円、中学校 40万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立修立小学校 

校長　林　　　学　10万円
　　　「主体的に学習に取り組み、学び合う子どもの育成」
 　      ～どの子も「楽しい」「わかった」を実感できる授業づくり～
　　○ 鳥取市立若葉台小学校 
　　　　　　　　　　校長　山本　正人　10万円
　　　「主体的に学ぶ力の育成」
　　　 ～内発的な意欲をもとに思考力・判断力・表現力を育む授業づくり～
　　○ 鳥取市立逢坂小学校

校長　村上　光重　10万円
　　　｢自分の考えを進んで表現し、共感し、高め合う子どもの育成」
　　　  ～たのしさと充実感を味わえる生活科・総合的な学習～
　　○ 琴浦町立赤碕小学校

校長　藤村実千子　10万円
　　　｢すすんで関わり合い、意欲的に学習に取り組む子どもの育成」
　　　 ～言葉で伝え合い、豊かに表現する子をめざして～
　　○ 米子市立弓ヶ浜小学校

校長　岸信　秀一　10万円
　　　｢ともに考え　ともに学び　ともに育つ　弓っ子」
           ～児童が主体的に学び合い 高めあう学級力の育成～
　　○ 米子市立崎津小学校

校長　権代　雅志　10万円
　　　「分かる・できる・楽しい授業づくり」
　　　 ～学習活動の「見える化」をめざして～
　　○ 伯耆町立岸本小学校

校長　其山　守美　10万円
　　　「発達段階に応じた確かな学力と人間力の育成」
　　　　～学びの基礎づくりと学びの自立に向けた学級・授業づくり～
　　○ 鳥取市立桜ヶ丘中学校

校長　中嶋　　聖　10万円
　　　「「確かな学力」と「自主・自立の精神」を身に
　　　 つけた生徒の育成」
　　○ 鳥取市立福部中学校

校長　濱崎　裕生　10万円
　　　「総合的な学習の時間の探究的な学習を通して、各教科に
　　　　 位置づけた言語活動の実践とその内容や指導方法の検証」
　　○ 湯梨浜町立北溟中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　「思考力・判断力・表現力を育む授業づくり」
   　    ～言語活動を位置づけた学習の工夫をとおして～
　　○ 米子市立淀江中学校

校長　小坂　靖夫　10万円
　　　「自他を大切にし、心豊かに生きていく生徒の育成」
   　    ～人とのかかわり合いを大切にし、思いを伝えあえ
　　　　  る言語活動の充実を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校

校長　野崎　淳介　10万円
　　　「マーチングバンドにおけるカラーガードの効用」
　　○ 鳥取県立米子西高等学校

校長　友松　文嗣　10万円
　　　「書道パフォーマンスによる地域活性化」

屋久島（千尋の滝、屋久杉自然館、紀元杉、など）／指宿温泉（砂蒸し風呂）
鹿児島（知覧特攻平和会館、黒酢製造見学）

　（２）教育団体研究助成　＜282.8万円＞
　　　県小学校長会   10万円
　　　県中学校長会  10万円
　　　県高等学校長協会  10万円
　　　県特別支援学校長会  10万円
　　　県私立中学高等学校長会  10万円
　　　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 10万円
　　　県私立中学高等学校事務長会 10万円
　　　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 10万円  
　　　県学校栄養士協議会 10万円
　　　県教組・高教組 15万円
　　　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　10件　＜87万円＞
　　　○第51回中国・四国地区肢体不自由教育研究協議会 ８万円
　　　○第27回中国地区小学校社会科協議会研究大会 10万円
　　　○第7回全国海外子女教育・国際理解
　　　　教育研究中国ブロック大会 ８万円
　　　○第38回中国・四国地区聾教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円
　　　○第60回中国地区小学校長教育研究大会
　　　　鳥取大会 15万円
　　　○第10回中国地区高等学校総合学科等教育
　　　　研究大会 ８万円
　　　○日教組中国・四国ブロック栄養職員部学習会 ５万円
　　　○中国地区国立大学附属学校連盟 ・
　　　　同PTA連合会総会並びに実践協議会  10万円
　　　○第60回中国地区母と女性教職員の会  ８万円
　　　○第39回日教組中国地区女性部学習会  ５万円
　３　教育出版　＜62.16万円＞
　　⑴教育実践研究論文集第７号の発刊

鳥取支部募集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。　　　  　

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
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　演題「“こどもと向き合う”“親同士つながる”」
　　　　　　 ～特色あるＰＴＡ活動から学ぶこと～
　　　　　　　コーディネーター

山口　一樹　鳥取県ＰＴＡ協議会理事
　　　　　　　パネリスト

井上　洋子　鳥取県ＰＴＡ協議会会長
磯江　正行　北栄町立北条小学校ＰＴＡ会長
福本　健秀　伯耆町立溝口中学校ＰＴＡ会長
澤本　英人　鳥取市立宝木小学校ＰＴＡ会長

　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「加齢医学から考える高校生活の過ごし方」

　　　　　講師　東京大学大学院医学系研究科
　　　　　　　　加齢医学 教授　秋下　雅弘　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 10万円
            研究テーマ「保護者ニーズの集約とその内容について」
            内容・３回の研究会を開催
　　　　　　（障がい種毎に保護者のニーズについて
　　　　　　  情報交換や意見集約）
　　　　　　（各単Ｐ毎の研修に役立てる書籍の購入）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第47回青少年育成県民大会
　　　 ■第35回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気に青少年のステージ
　　　　・湯梨浜町剣道スポーツ少年団
　　　　 ・ミュージカル劇団ゆめ
 　　　■青少年育成団体助成金交付団体の活動発表
　　　　・中学校区ふれあい事業
　　　　　　福生中学校区少年指導委員会
　　　　・夏休み子ども教室　　未来サポート
　　　　・YOUあんどＩ活動　青少年育成福部町地区協議会
　（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　　　＜40万円＞
　　　○ 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 10万円

四　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、135泊、104名、270,000円でした。

＜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91名の加入があり、保険金の支払
いは４件（342,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段から落ちて、左肩を脱臼（傷害）
・運動中、転んで、股の付け根を骨折（傷害）
・自宅の庭の段差につまずき、左足首を骨折（傷害）
・坂道を歩いていて転倒、左足首の捻挫（傷害）
・台所で転倒、左大腿骨を骨折（傷害）
・剣道の練習中に面と面がぶつかり、頸椎を損傷（傷害）
　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）

支部が設立し、沖縄が本土復帰した昭和４７年の
翌年の昭和48年、沖縄支部の設立によって４７都
道府県に支部が勢ぞろいし日教弘の全国組織が
完成したのです。
　昭和58年には、鳥取教弘友の会の活動も始まり
ました。
　昭和63年には、鳥取県教育委員会の許可を得
て鳥取県教育弘済会を設立し、鳥取県独自の奨
学事業や教育実践研究論文の募集等の取り組み
も始めました。
　平成20年12月１日施行の新しい公益法人制度
改革関連三法に基づき、日本教育公務員弘済会
は、一般財団法人から大きく前進して公益財団法
人へ移行することを決定し様々な取り組みを行って
きました。
　その前段として、平成22年4月1日には、組織を整
理するため、日本教育公務員弘済会が鳥取県教育
弘済会を吸収合併し、すべての事業が日本教育公
務員弘済会鳥取支部に一本化されました。
　様々な組織整備や事業整理の取り組みの結果、
内閣総理大臣より公益財団法人へ移行することに
ついての認定書交付を平成24年３月26日に受けま
した。そして、４月１日に登記をし新しい出発をいた
しました。「公益財団法人」という冠になったとい
うことで、あらためて本会の存在意義が広く認めら
れたところであります。
　今日、教育振興事業として①貸与奨学金事業及
び給付奨学金事業、②教育研究助成事業、③教育
文化事業等の事業に取り組んでおります。これら
の事業の資金は、教弘保険から生まれる収入（契
約者配当金）を充ています。そして、このスキーム
（計画・仕組み・体系）が評価されて公益財団法
人に認定されたということです。
　教弘保険に加入し継続することによって、安心を
確保しつつ、教育振興事業の展開により多くの児
童生徒、学生、保護者等の活動に寄与貢献できる
ことに私たちは誇りを持ちたいと思います。
　今後も、長年にわたり弘済会の取り組みに全力
を尽くしてこられた多くの先輩の皆様の熱意を思
い、この60年という歴史の重さを大切にして、未来
に向かって弘済会の諸事業に取り組んでいきたい
と思います。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お願い申し上げます。

旅行委員会が企画する

多数の方のご参加をお待ちしています。（20名以上の旅行企画です）
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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

　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、平成26年度は、公益財団法人日本教育公
務員弘済会鳥取支部が創立60周年を迎えました。
長い歴史の中では様々な出来事もありましたが、そ
れを鳥取県のオール教育界が一致協力して乗り越
え、教育の振興に寄与すること及び教職員の福祉
向上のために全力を挙げて取り組んできとところ
です。
　そこで、この60年の歴史を振り返ってみたいと思
います。
　昭和24年に静岡県で教職員のための共済貯蓄
組合が設立され、昭和26年には、静岡県教育公務
員弘済会と改組され共済事業が行われました。そし
て、これを全国的に広げようと、昭和27年７月に日
本教育公務員弘済会が設立されました。この時期
は、戦中から戦後にかけての社会の混乱、食糧事
情の悪化、人心の荒廃などから、教職員の生活も
不安定な状況にありました。また、当時の教職員の
給料は世間一般より低い水準にあり、また、早期
退職促進政策もすすめられており、退職後、年金が
おりるまでの期間、困窮する教職員も少なくありま
せんでした。さらに、不幸にして一家の柱が失われ
た場合、遺族の生活保障もままなりませんでした。
そこで、まず教職員の生活安定を図ることが教育
界の復興につながるという信念のもとに、互助の
精神で教弘保険が考えられ推進されたのです。
　昭和27年には、宮城、茨城、岡山の各県が支部
を設立し、翌、28年には、山口、山形、鹿児島、29
年に、東京、広島、香川をはじめ11都県が支部を設
立しました。鳥取県も、昭和29年９月に当時の鳥取
県の教育関係者が一致協力して、全国で１５番目に
日本教育公務員弘済会鳥取支部を設立しました。
  昭和30年には、日本教育公務員弘済会は、保険
から生まれる収入（契約者配当金）を多くの人の役
に立つようにと、文部省（現文部科学省）の許可を
得て財団法人となり公益事業として奨学金貸付を
始めました。
  その後、昭和33年には、46都道府県にそれぞれ

公益財団法人日本教育公務員弘済会
鳥取支部創立６０周年

　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名程度

（1名100万円以内、修学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  ３２名　　2,725万円

　２ 給付奨学金
　　（１）高校生対象の給付奨学金
　　　・給付対象校は、教弘会員が存在する県立学校
　　　　３２校及び私立高校６校の計３８校（１校辞退）
　　　・募集人員　38名（20万円：38名　県立学校32名
　　　　　　　　　　　   私立高校６名）　　
    　　・給付者（20万円給付）26校 26名
　　　　　　　 （10万円給付）11校 22名　
　　（２）義援給付奨学金
　　　（平成24年度より単年度毎に３年間実施）
　　　・給付対象者は、平成23年3月11日の東日本大
　　　　震災の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
　　　　（東京都を除く）より　鳥取県に避難してい
　　　　る公立学校の児童・生徒
        ・　給付金額は、１人２万円
        ・　給付者　27名　54万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成２５年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜66万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取市立福部中学校　　校長　濱崎　裕生
　　　「思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美
　　　 しく）を高めていく生徒の育成」
　　　 ～総合的な学習の時間の探究的な学習を通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 琴浦町立八橋小学校　　校長　清水　雅彦
　　　｢仲間と進んで関わり合い、自分の思いを生き生
　　　  きと表現する子どもの育成」
　　○ 鳥取市立浜村小学校　　校長　前田　哲雄
　　　｢心と学びのひとりだちをめざして」
　　　 ～特別活動を中心とした『生きて働く　段取
　　　 る力・主張する力・振り返る力』の育成～
　　○ 日南町立日南小学校　校長　青戸　晶彦

平成25年度
教育振興事業の取り組み

鳥取教弘友の会　研修旅行

屋久島・指宿温泉を訪れる２泊３日九州の旅

鳥取・米子から岡山へ そして新幹線にて鹿児島中央へ〔九州新幹線が楽しみ〕
高速船トッピーにて屋久島へ（屋久島環境文化村センター）
ホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）
屋久島（千尋の滝、屋久島自然館、紀元杉、安房(昼食)
志戸子ガジュマル園）宮浦から指宿温泉へ
指宿温泉≪砂蒸し風呂≫（ホテルにて夕食）

旅行代金未定（検討中）
旅行委員会メンバー　〔蓮佛吉雄（東部）　小谷悠一郞（中部）　奥田正武（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。）

主
な
行
程（
検
討
中
）

10/27（月）

10/28（火）

鹿児島を散策（長崎鼻〔薩摩富士展望〕、知覧特攻平和会館
霧島市（黒酢製造見学）鹿児島中央から岡山へ　在来線にて鳥取･米子へ10/29（水）

　　　｢関わり合いを通して、生き抜く力を身につけ
　　　 る子どもの育成」
　 　 ～保小中が一貫して行う、自己効力を高める取
　　　  組を通して～
　　○ 鳥取市立高草中学校　校長　三谷　祐児
　　　｢高草中学校版功過格表」を使い道徳的実践力
　　　 を高める
　　○ 鳥取県立倉吉西高等学校　校長　松本　清治
　　　｢授業改革を通した学力向上の取組」
　　　～思考を促す発問の在り方について～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　○鳥取市立遷喬小学校　　校長　栗岡　玲子
　　　｢地域を知り、地域に誇りを持つ子どもの育成をめざして」
　　　　～大学生とのコラボによる総合的な学習の実践を通して～
　　○ 鳥取市立南中学校　校長　吉田　倫久
　　　｢思考力・判断力・表現力をはぐくむ言語活動」
　　　　～単元を通じた指導と評価の工夫～
　　○ 境港市立第一中学校　　校長　木村　一也
　　　｢知性を備え 人間性豊かで 心身ともに健やかな生徒の育成」
　　　 ～ＷＹＳＨ教育の取り組みを通して～
　《奨励賞　特別賞》･･････特別賞として、論文集に掲載
　　○ 鳥取大学附属幼稚園　　園長　森　信寛
　　　｢学びをつなぐカリキュラムの創造Ⅱ」
　　　 ～遊びの充実をめざして～第1年次～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 米子市立福生東小学校　教諭　波多野健司
         ｢書くことのよさを感じ、書くことを楽しむ心を育てるために」
          ～一枚文集の実践から見えてきたもの～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校　教諭　酒本　伸也
         ｢つまずきの要因から　つまずかない指導・支援へ」
　　　 ～書字につまずきのある生徒への漢字指導を通して～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（２件）
　　○ 大山町立中山小学校　　校長　佐伯　佳彦
         ｢職員朝会を英語で」　　  教諭　河本 　　洋
　　○ 大山町立名和小学校　　教諭　西本　靖司
         ｢全校で取り組む家庭学習の実践」
 （２）第19回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞
　　○ 鳥取県立倉吉総合産業高等学校　校長　竹ノ内誠一
　　　｢地域の発展に貢献できる人材の育成を目指して」
　　　 ～時間を意識した良き生活習慣の確立と表出活動の取組～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校　校長　野崎　淳介
　　　｢なぜ、鳥商デパートは本校教育の集大成なのか」
　　　　   ～地域の産業経済界をリードし、活躍する人材を育成する～
（３）第30回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択
　　○ 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～
　②個人研究　採択
　　○ 鳥取県立八頭高等学校　校長　小川　丹
　　　｢白文読みを取り入れたグループ学習による読解力
　　　 の向上について」
　２ 教育研究助成

 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①　第一次贈呈校         ＜280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立久松小学校 

校長　山下　公男　10万円
　　　｢思考力・表現力を高め、学びを創り出す子どもの育成」
 　　○ 鳥取市立湖山西小学校

校長　護田　彰一　10万円
　　　｢学びを生かし、生活をよりよくしようとする子どもをめざして」
         　  ～つながりあい　みんな輝く　湖山西～
　　○ 鳥取市立西郷小学校

校長　吉田　修　10万円
　　　｢体験・交流活動をとおして地域のすばらしさ
　　　  を知り、地域に誇りをもつ子どもの育成」
         　  ～言語活動を大切にした生活科・総合的な学習の時間を中心に～
　　○ 鳥取市立散岐小学校

校長　西垣　康正 　10万円
　　　｢志をもち、自分の夢に向かって取り組む自立した子どもの育成」
         　  ～家庭・地域との連携を通して～
　　○ 鳥取市立青谷小学校

校長　渡辺　雅子　10万円
　　　｢ふるさと青谷のすばらしさを力強く表現できる子の育成」
         　  ～表現運動・全校表現を通して～
　　○ 八頭町立郡家西小学校

校長　福田　浩則　10万円
　　　｢自分の考えをもち、表現し、ともに高め合う子どもの育成」
         　～言語の力を基礎とする習得・活用・探究型の授業の構築～
　　○ 倉吉市立高城小学校

校長　吉田　　譲　10万円
　　　｢ふれあい　つたえあい　みがきあい」
        　～自分の思いや考えを伝え合いながら、ともに                                   
　        　高め合う子どもの育成～
　　○ 倉吉市立関金小学校

校長　繁原　佳人　10万円
　　　｢実感を伴った理解を図る理科学習の追究」
        　～子どもたちの主体的な問題解決を通して～
　　○ 琴浦町立以西小学校

校長　藤原　憲司　10万円
　　　｢かかわり合いながら わかる・できる 体育学習」
　　○ 琴浦町立成美小学校

校長　那須　一仁　10万円
　　　「つながる　ひびく　成美の輪」
          ～主体的に取り組み、見方・考え方を深める社会科学習～
　　○ 米子市立啓成小学校

校長　内田　正志　10万円
　　　｢これからの時代に求められる言語能力の育成」
          ～生きてはたらく「ことばの力」を育てる国語科の実践～
　　○ 米子市立福生東小学校

校長　景山　信子　10万円
　　　「豊かな人間関係づくりや、よりよい学校生活づ
　 　　くりに意欲的に取り組む子どもの育成」
       　  ～自分が好き・友だちが好き・学校が好き～
　　○ 米子市立福米東小学校 

校長　森田　　栄　10万円
　　　「豊かな心と確かな学力をもつ  たくましい子どもの育成」
       　　～道徳の時間の指導を要として、広がれ、はあとふる東っ子～
　　○ 米子市立和田小学校 

校長　上村　一也　10万円
　　　「考えを深め進んで話し合い、自分らしさを発
　　　揮する子どもの育成」
　　○ 米子市立淀江小学校 

校長　安達　義昭 　10万円
　　　「自分で考え、話し合い、つながりあう子どもの育成」
 　　　 ～よりよい生活や人間関係を築くための「話・輪・和・環」～
　　○ 大山町立大山西小学校 

校長　狩野　　実 　10万円
　　　「伝え合う力を育み、自ら学ぶ児童の育成」
　　　～自分の考えを持ち、練り合う活動をとおして～
　　○ 鳥取市立北中学校

校長　有本　健一 　10万円
　　　「志を持ち、豊かな学びを追求する生徒の育成」
　　　～学びの楽しさ、奥深さを実感させる授業づくり～
　　○ 鳥取市立高草中学校
　　　　　　　　　　校長　三谷　祐児　10万円
　　　「道徳の授業研究、マナーアップ講演会の実施、高草中版
　　　   功過格の実践をとおして生徒の道徳的実践力を高める」
　　○ 八頭町立船岡中学校

校長　木下　俊児　10万円
　　　「学ぶ意欲を引き出す授業の工夫」
　　　　～思考力・判断力・表現力を育てる、習得・活用・
　　　　 　探究型の授業づくりの推進～
　　○ 倉吉市立東中学校
　　　　　　　　　　校長　石田　正紀　10万円
　　　「学び合いを大切にし、自ら進んで学ぼうとする生徒の育成」
　　　　～言語活動の充実を目指した授業の創造～
　　○ 北栄町立北条中学校 
　　　　　　　　　　校長　磯江　哲昭　10万円
　　　「新しい教育課程に対応した情報活用・発信能力の育成」
　　　　～デジタル教科書の活用をとおして～
　　○ 米子市立東山中学校
　　　　　　　　　　校長　本池　弘昭　10万円
　　　「確かな学力と豊かな心をもった生徒の育成」
　　　 ～活用する力を育て、学習意欲を高める学習指導の創造～
　　○ 境港市立第二中学校
　　　　　　　　　　校長　松本　敏浩　10万円
　　　「確かな『基礎学力の定着』をめざして」
　　　 ～特別支援教育の視点に立った授業づくりを基礎として～
　　○ 大山町立名和中学校
　　　　　　　　　　校長　船越　延子　10万円
　　　「母校に誇りと愛着を持ち、自己肯定感が高く、心豊か
　　　   で何事にも積極的に取り組む生徒の育成をめざして」
　　○ 岩美高等学校　   教諭　岩田　久志　10万円
　　　「岩美高等学校吹奏楽部Blue  Martin  Jazz  
　　　  Orchestra第29回ジャパン･ステューデント･ジャズ･
　　　  フェスティバル2013（神戸市）への出演」
　　○ 鳥取工業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　藤田　正則　10万円
　　　「Ene-1GP  Suzuka（鈴鹿国際レーシングコース）
　 　　参加車両の製作（電池をエネルギーとしてモー
　 　　ターを回し走行タイムを競う大会）
　　○ 米子東高等学校   副校長　小澤　敏正　10万円
　　　「本校と台湾国立陽明高級中学との国際交流
　　　 活動を通して、自国の伝統芸能の大切さと文
　　　 化の多様性を学ぶ」

　　○ 県立米子養護学校   教諭　井上由紀子　10万円
　　　「創作神楽で、特別支援学校と高等学校によるコラボ発表の実現」
　　　　  ～自己存在感の高揚と共生社会の実現のために～

 　②　第二次贈呈校 　＜130万円＞
　　　＜小学校 70万円、中学校 40万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立修立小学校 

校長　林　　　学　10万円
　　　「主体的に学習に取り組み、学び合う子どもの育成」
 　      ～どの子も「楽しい」「わかった」を実感できる授業づくり～
　　○ 鳥取市立若葉台小学校 
　　　　　　　　　　校長　山本　正人　10万円
　　　「主体的に学ぶ力の育成」
　　　 ～内発的な意欲をもとに思考力・判断力・表現力を育む授業づくり～
　　○ 鳥取市立逢坂小学校

校長　村上　光重　10万円
　　　｢自分の考えを進んで表現し、共感し、高め合う子どもの育成」
　　　  ～たのしさと充実感を味わえる生活科・総合的な学習～
　　○ 琴浦町立赤碕小学校

校長　藤村実千子　10万円
　　　｢すすんで関わり合い、意欲的に学習に取り組む子どもの育成」
　　　 ～言葉で伝え合い、豊かに表現する子をめざして～
　　○ 米子市立弓ヶ浜小学校

校長　岸信　秀一　10万円
　　　｢ともに考え　ともに学び　ともに育つ　弓っ子」
           ～児童が主体的に学び合い 高めあう学級力の育成～
　　○ 米子市立崎津小学校

校長　権代　雅志　10万円
　　　「分かる・できる・楽しい授業づくり」
　　　 ～学習活動の「見える化」をめざして～
　　○ 伯耆町立岸本小学校

校長　其山　守美　10万円
　　　「発達段階に応じた確かな学力と人間力の育成」
　　　　～学びの基礎づくりと学びの自立に向けた学級・授業づくり～
　　○ 鳥取市立桜ヶ丘中学校

校長　中嶋　　聖　10万円
　　　「「確かな学力」と「自主・自立の精神」を身に
　　　 つけた生徒の育成」
　　○ 鳥取市立福部中学校

校長　濱崎　裕生　10万円
　　　「総合的な学習の時間の探究的な学習を通して、各教科に
　　　　 位置づけた言語活動の実践とその内容や指導方法の検証」
　　○ 湯梨浜町立北溟中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　「思考力・判断力・表現力を育む授業づくり」
   　    ～言語活動を位置づけた学習の工夫をとおして～
　　○ 米子市立淀江中学校

校長　小坂　靖夫　10万円
　　　「自他を大切にし、心豊かに生きていく生徒の育成」
   　    ～人とのかかわり合いを大切にし、思いを伝えあえ
　　　　  る言語活動の充実を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校

校長　野崎　淳介　10万円
　　　「マーチングバンドにおけるカラーガードの効用」
　　○ 鳥取県立米子西高等学校

校長　友松　文嗣　10万円
　　　「書道パフォーマンスによる地域活性化」

屋久島（千尋の滝、屋久杉自然館、紀元杉、など）／指宿温泉（砂蒸し風呂）
鹿児島（知覧特攻平和会館、黒酢製造見学）

　（２）教育団体研究助成　＜282.8万円＞
　　　県小学校長会   10万円
　　　県中学校長会  10万円
　　　県高等学校長協会  10万円
　　　県特別支援学校長会  10万円
　　　県私立中学高等学校長会  10万円
　　　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 10万円
　　　県私立中学高等学校事務長会 10万円
　　　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 10万円  
　　　県学校栄養士協議会 10万円
　　　県教組・高教組 15万円
　　　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　10件　＜87万円＞
　　　○第51回中国・四国地区肢体不自由教育研究協議会 ８万円
　　　○第27回中国地区小学校社会科協議会研究大会 10万円
　　　○第7回全国海外子女教育・国際理解
　　　　教育研究中国ブロック大会 ８万円
　　　○第38回中国・四国地区聾教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円
　　　○第60回中国地区小学校長教育研究大会
　　　　鳥取大会 15万円
　　　○第10回中国地区高等学校総合学科等教育
　　　　研究大会 ８万円
　　　○日教組中国・四国ブロック栄養職員部学習会 ５万円
　　　○中国地区国立大学附属学校連盟 ・
　　　　同PTA連合会総会並びに実践協議会  10万円
　　　○第60回中国地区母と女性教職員の会  ８万円
　　　○第39回日教組中国地区女性部学習会  ５万円
　３　教育出版　＜62.16万円＞
　　⑴教育実践研究論文集第７号の発刊

鳥取支部募集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。　　　  　

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
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　演題「“こどもと向き合う”“親同士つながる”」
　　　　　　 ～特色あるＰＴＡ活動から学ぶこと～
　　　　　　　コーディネーター

山口　一樹　鳥取県ＰＴＡ協議会理事
　　　　　　　パネリスト

井上　洋子　鳥取県ＰＴＡ協議会会長
磯江　正行　北栄町立北条小学校ＰＴＡ会長
福本　健秀　伯耆町立溝口中学校ＰＴＡ会長
澤本　英人　鳥取市立宝木小学校ＰＴＡ会長

　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「加齢医学から考える高校生活の過ごし方」

　　　　　講師　東京大学大学院医学系研究科
　　　　　　　　加齢医学 教授　秋下　雅弘　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 10万円
            研究テーマ「保護者ニーズの集約とその内容について」
            内容・３回の研究会を開催
　　　　　　（障がい種毎に保護者のニーズについて
　　　　　　  情報交換や意見集約）
　　　　　　（各単Ｐ毎の研修に役立てる書籍の購入）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第47回青少年育成県民大会
　　　 ■第35回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気に青少年のステージ
　　　　・湯梨浜町剣道スポーツ少年団
　　　　 ・ミュージカル劇団ゆめ
 　　　■青少年育成団体助成金交付団体の活動発表
　　　　・中学校区ふれあい事業
　　　　　　福生中学校区少年指導委員会
　　　　・夏休み子ども教室　　未来サポート
　　　　・YOUあんどＩ活動　青少年育成福部町地区協議会
　（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　　　＜40万円＞
　　　○ 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 10万円

四　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、135泊、104名、270,000円でした。

＜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91名の加入があり、保険金の支払
いは４件（342,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段から落ちて、左肩を脱臼（傷害）
・運動中、転んで、股の付け根を骨折（傷害）
・自宅の庭の段差につまずき、左足首を骨折（傷害）
・坂道を歩いていて転倒、左足首の捻挫（傷害）
・台所で転倒、左大腿骨を骨折（傷害）
・剣道の練習中に面と面がぶつかり、頸椎を損傷（傷害）
　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）

支部が設立し、沖縄が本土復帰した昭和４７年の
翌年の昭和48年、沖縄支部の設立によって４７都
道府県に支部が勢ぞろいし日教弘の全国組織が
完成したのです。
　昭和58年には、鳥取教弘友の会の活動も始まり
ました。
　昭和63年には、鳥取県教育委員会の許可を得
て鳥取県教育弘済会を設立し、鳥取県独自の奨
学事業や教育実践研究論文の募集等の取り組み
も始めました。
　平成20年12月１日施行の新しい公益法人制度
改革関連三法に基づき、日本教育公務員弘済会
は、一般財団法人から大きく前進して公益財団法
人へ移行することを決定し様々な取り組みを行って
きました。
　その前段として、平成22年4月1日には、組織を整
理するため、日本教育公務員弘済会が鳥取県教育
弘済会を吸収合併し、すべての事業が日本教育公
務員弘済会鳥取支部に一本化されました。
　様々な組織整備や事業整理の取り組みの結果、
内閣総理大臣より公益財団法人へ移行することに
ついての認定書交付を平成24年３月26日に受けま
した。そして、４月１日に登記をし新しい出発をいた
しました。「公益財団法人」という冠になったとい
うことで、あらためて本会の存在意義が広く認めら
れたところであります。
　今日、教育振興事業として①貸与奨学金事業及
び給付奨学金事業、②教育研究助成事業、③教育
文化事業等の事業に取り組んでおります。これら
の事業の資金は、教弘保険から生まれる収入（契
約者配当金）を充ています。そして、このスキーム
（計画・仕組み・体系）が評価されて公益財団法
人に認定されたということです。
　教弘保険に加入し継続することによって、安心を
確保しつつ、教育振興事業の展開により多くの児
童生徒、学生、保護者等の活動に寄与貢献できる
ことに私たちは誇りを持ちたいと思います。
　今後も、長年にわたり弘済会の取り組みに全力
を尽くしてこられた多くの先輩の皆様の熱意を思
い、この60年という歴史の重さを大切にして、未来
に向かって弘済会の諸事業に取り組んでいきたい
と思います。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お願い申し上げます。

旅行委員会が企画する

多数の方のご参加をお待ちしています。（20名以上の旅行企画です）
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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名程度

（1名100万円以内、修学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  ３２名　　2,725万円

　２ 給付奨学金
　　（１）高校生対象の給付奨学金
　　　・給付対象校は、教弘会員が存在する県立学校
　　　　３２校及び私立高校６校の計３８校（１校辞退）
　　　・募集人員　38名（20万円：38名　県立学校32名
　　　　　　　　　　　   私立高校６名）　　
    　　・給付者（20万円給付）26校 26名
　　　　　　　 （10万円給付）11校 22名　
　　（２）義援給付奨学金
　　　（平成24年度より単年度毎に３年間実施）
　　　・給付対象者は、平成23年3月11日の東日本大
　　　　震災の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
　　　　（東京都を除く）より　鳥取県に避難してい
　　　　る公立学校の児童・生徒
        ・　給付金額は、１人２万円
        ・　給付者　27名　54万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成２５年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜66万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取市立福部中学校　　校長　濱崎　裕生
　　　「思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美
　　　 しく）を高めていく生徒の育成」
　　　 ～総合的な学習の時間の探究的な学習を通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 琴浦町立八橋小学校　　校長　清水　雅彦
　　　｢仲間と進んで関わり合い、自分の思いを生き生
　　　  きと表現する子どもの育成」
　　○ 鳥取市立浜村小学校　　校長　前田　哲雄
　　　｢心と学びのひとりだちをめざして」
　　　 ～特別活動を中心とした『生きて働く　段取
　　　 る力・主張する力・振り返る力』の育成～
　　○ 日南町立日南小学校　校長　青戸　晶彦

平成25年度
教育振興事業の取り組み

　　　｢関わり合いを通して、生き抜く力を身につけ
　　　 る子どもの育成」
　 　 ～保小中が一貫して行う、自己効力を高める取
　　　  組を通して～
　　○ 鳥取市立高草中学校　校長　三谷　祐児
　　　｢高草中学校版功過格表」を使い道徳的実践力
　　　 を高める
　　○ 鳥取県立倉吉西高等学校　校長　松本　清治
　　　｢授業改革を通した学力向上の取組」
　　　～思考を促す発問の在り方について～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　○鳥取市立遷喬小学校　　校長　栗岡　玲子
　　　｢地域を知り、地域に誇りを持つ子どもの育成をめざして」
　　　　～大学生とのコラボによる総合的な学習の実践を通して～
　　○ 鳥取市立南中学校　校長　吉田　倫久
　　　｢思考力・判断力・表現力をはぐくむ言語活動」
　　　　～単元を通じた指導と評価の工夫～
　　○ 境港市立第一中学校　　校長　木村　一也
　　　｢知性を備え 人間性豊かで 心身ともに健やかな生徒の育成」
　　　 ～ＷＹＳＨ教育の取り組みを通して～
　《奨励賞　特別賞》･･････特別賞として、論文集に掲載
　　○ 鳥取大学附属幼稚園　　園長　森　信寛
　　　｢学びをつなぐカリキュラムの創造Ⅱ」
　　　 ～遊びの充実をめざして～第1年次～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 米子市立福生東小学校　教諭　波多野健司
         ｢書くことのよさを感じ、書くことを楽しむ心を育てるために」
          ～一枚文集の実践から見えてきたもの～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校　教諭　酒本　伸也
         ｢つまずきの要因から　つまずかない指導・支援へ」
　　　 ～書字につまずきのある生徒への漢字指導を通して～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（２件）
　　○ 大山町立中山小学校　　校長　佐伯　佳彦
         ｢職員朝会を英語で」　　  教諭　河本 　　洋
　　○ 大山町立名和小学校　　教諭　西本　靖司
         ｢全校で取り組む家庭学習の実践」
 （２）第19回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞
　　○ 鳥取県立倉吉総合産業高等学校　校長　竹ノ内誠一
　　　｢地域の発展に貢献できる人材の育成を目指して」
　　　 ～時間を意識した良き生活習慣の確立と表出活動の取組～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校　校長　野崎　淳介
　　　｢なぜ、鳥商デパートは本校教育の集大成なのか」
　　　　   ～地域の産業経済界をリードし、活躍する人材を育成する～
（３）第30回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択
　　○ 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～
　②個人研究　採択
　　○ 鳥取県立八頭高等学校　校長　小川　丹
　　　｢白文読みを取り入れたグループ学習による読解力
　　　 の向上について」
　２ 教育研究助成

 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①　第一次贈呈校         ＜280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立久松小学校 

校長　山下　公男　10万円
　　　｢思考力・表現力を高め、学びを創り出す子どもの育成」
 　　○ 鳥取市立湖山西小学校

校長　護田　彰一　10万円
　　　｢学びを生かし、生活をよりよくしようとする子どもをめざして」
         　  ～つながりあい　みんな輝く　湖山西～
　　○ 鳥取市立西郷小学校

校長　吉田　修　10万円
　　　｢体験・交流活動をとおして地域のすばらしさ
　　　  を知り、地域に誇りをもつ子どもの育成」
         　  ～言語活動を大切にした生活科・総合的な学習の時間を中心に～
　　○ 鳥取市立散岐小学校

校長　西垣　康正 　10万円
　　　｢志をもち、自分の夢に向かって取り組む自立した子どもの育成」
         　  ～家庭・地域との連携を通して～
　　○ 鳥取市立青谷小学校

校長　渡辺　雅子　10万円
　　　｢ふるさと青谷のすばらしさを力強く表現できる子の育成」
         　  ～表現運動・全校表現を通して～
　　○ 八頭町立郡家西小学校

校長　福田　浩則　10万円
　　　｢自分の考えをもち、表現し、ともに高め合う子どもの育成」
         　～言語の力を基礎とする習得・活用・探究型の授業の構築～
　　○ 倉吉市立高城小学校

校長　吉田　　譲　10万円
　　　｢ふれあい　つたえあい　みがきあい」
        　～自分の思いや考えを伝え合いながら、ともに                                   
　        　高め合う子どもの育成～
　　○ 倉吉市立関金小学校

校長　繁原　佳人　10万円
　　　｢実感を伴った理解を図る理科学習の追究」
        　～子どもたちの主体的な問題解決を通して～
　　○ 琴浦町立以西小学校

校長　藤原　憲司　10万円
　　　｢かかわり合いながら わかる・できる 体育学習」
　　○ 琴浦町立成美小学校

校長　那須　一仁　10万円
　　　「つながる　ひびく　成美の輪」
          ～主体的に取り組み、見方・考え方を深める社会科学習～
　　○ 米子市立啓成小学校

校長　内田　正志　10万円
　　　｢これからの時代に求められる言語能力の育成」
          ～生きてはたらく「ことばの力」を育てる国語科の実践～
　　○ 米子市立福生東小学校

校長　景山　信子　10万円
　　　「豊かな人間関係づくりや、よりよい学校生活づ
　 　　くりに意欲的に取り組む子どもの育成」
       　  ～自分が好き・友だちが好き・学校が好き～
　　○ 米子市立福米東小学校 

校長　森田　　栄　10万円
　　　「豊かな心と確かな学力をもつ  たくましい子どもの育成」
       　　～道徳の時間の指導を要として、広がれ、はあとふる東っ子～
　　○ 米子市立和田小学校 

校長　上村　一也　10万円
　　　「考えを深め進んで話し合い、自分らしさを発
　　　揮する子どもの育成」
　　○ 米子市立淀江小学校 

校長　安達　義昭 　10万円
　　　「自分で考え、話し合い、つながりあう子どもの育成」
 　　　 ～よりよい生活や人間関係を築くための「話・輪・和・環」～
　　○ 大山町立大山西小学校 

校長　狩野　　実 　10万円
　　　「伝え合う力を育み、自ら学ぶ児童の育成」
　　　～自分の考えを持ち、練り合う活動をとおして～
　　○ 鳥取市立北中学校

校長　有本　健一 　10万円
　　　「志を持ち、豊かな学びを追求する生徒の育成」
　　　～学びの楽しさ、奥深さを実感させる授業づくり～
　　○ 鳥取市立高草中学校
　　　　　　　　　　校長　三谷　祐児　10万円
　　　「道徳の授業研究、マナーアップ講演会の実施、高草中版
　　　   功過格の実践をとおして生徒の道徳的実践力を高める」
　　○ 八頭町立船岡中学校

校長　木下　俊児　10万円
　　　「学ぶ意欲を引き出す授業の工夫」
　　　　～思考力・判断力・表現力を育てる、習得・活用・
　　　　 　探究型の授業づくりの推進～
　　○ 倉吉市立東中学校
　　　　　　　　　　校長　石田　正紀　10万円
　　　「学び合いを大切にし、自ら進んで学ぼうとする生徒の育成」
　　　　～言語活動の充実を目指した授業の創造～
　　○ 北栄町立北条中学校 
　　　　　　　　　　校長　磯江　哲昭　10万円
　　　「新しい教育課程に対応した情報活用・発信能力の育成」
　　　　～デジタル教科書の活用をとおして～
　　○ 米子市立東山中学校
　　　　　　　　　　校長　本池　弘昭　10万円
　　　「確かな学力と豊かな心をもった生徒の育成」
　　　 ～活用する力を育て、学習意欲を高める学習指導の創造～
　　○ 境港市立第二中学校
　　　　　　　　　　校長　松本　敏浩　10万円
　　　「確かな『基礎学力の定着』をめざして」
　　　 ～特別支援教育の視点に立った授業づくりを基礎として～
　　○ 大山町立名和中学校
　　　　　　　　　　校長　船越　延子　10万円
　　　「母校に誇りと愛着を持ち、自己肯定感が高く、心豊か
　　　   で何事にも積極的に取り組む生徒の育成をめざして」
　　○ 岩美高等学校　   教諭　岩田　久志　10万円
　　　「岩美高等学校吹奏楽部Blue  Martin  Jazz  
　　　  Orchestra第29回ジャパン･ステューデント･ジャズ･
　　　  フェスティバル2013（神戸市）への出演」
　　○ 鳥取工業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　藤田　正則　10万円
　　　「Ene-1GP  Suzuka（鈴鹿国際レーシングコース）
　 　　参加車両の製作（電池をエネルギーとしてモー
　 　　ターを回し走行タイムを競う大会）
　　○ 米子東高等学校   副校長　小澤　敏正　10万円
　　　「本校と台湾国立陽明高級中学との国際交流
　　　 活動を通して、自国の伝統芸能の大切さと文
　　　 化の多様性を学ぶ」

　　○ 県立米子養護学校   教諭　井上由紀子　10万円
　　　「創作神楽で、特別支援学校と高等学校によるコラボ発表の実現」
　　　　  ～自己存在感の高揚と共生社会の実現のために～

 　②　第二次贈呈校 　＜130万円＞
　　　＜小学校 70万円、中学校 40万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立修立小学校 

校長　林　　　学　10万円
　　　「主体的に学習に取り組み、学び合う子どもの育成」
 　      ～どの子も「楽しい」「わかった」を実感できる授業づくり～
　　○ 鳥取市立若葉台小学校 
　　　　　　　　　　校長　山本　正人　10万円
　　　「主体的に学ぶ力の育成」
　　　 ～内発的な意欲をもとに思考力・判断力・表現力を育む授業づくり～
　　○ 鳥取市立逢坂小学校

校長　村上　光重　10万円
　　　｢自分の考えを進んで表現し、共感し、高め合う子どもの育成」
　　　  ～たのしさと充実感を味わえる生活科・総合的な学習～
　　○ 琴浦町立赤碕小学校

校長　藤村実千子　10万円
　　　｢すすんで関わり合い、意欲的に学習に取り組む子どもの育成」
　　　 ～言葉で伝え合い、豊かに表現する子をめざして～
　　○ 米子市立弓ヶ浜小学校

校長　岸信　秀一　10万円
　　　｢ともに考え　ともに学び　ともに育つ　弓っ子」
           ～児童が主体的に学び合い 高めあう学級力の育成～
　　○ 米子市立崎津小学校

校長　権代　雅志　10万円
　　　「分かる・できる・楽しい授業づくり」
　　　 ～学習活動の「見える化」をめざして～
　　○ 伯耆町立岸本小学校

校長　其山　守美　10万円
　　　「発達段階に応じた確かな学力と人間力の育成」
　　　　～学びの基礎づくりと学びの自立に向けた学級・授業づくり～
　　○ 鳥取市立桜ヶ丘中学校

校長　中嶋　　聖　10万円
　　　「「確かな学力」と「自主・自立の精神」を身に
　　　 つけた生徒の育成」
　　○ 鳥取市立福部中学校

校長　濱崎　裕生　10万円
　　　「総合的な学習の時間の探究的な学習を通して、各教科に
　　　　 位置づけた言語活動の実践とその内容や指導方法の検証」
　　○ 湯梨浜町立北溟中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　「思考力・判断力・表現力を育む授業づくり」
   　    ～言語活動を位置づけた学習の工夫をとおして～
　　○ 米子市立淀江中学校

校長　小坂　靖夫　10万円
　　　「自他を大切にし、心豊かに生きていく生徒の育成」
   　    ～人とのかかわり合いを大切にし、思いを伝えあえ
　　　　  る言語活動の充実を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校

校長　野崎　淳介　10万円
　　　「マーチングバンドにおけるカラーガードの効用」
　　○ 鳥取県立米子西高等学校

校長　友松　文嗣　10万円
　　　「書道パフォーマンスによる地域活性化」

　（２）教育団体研究助成　＜282.8万円＞
　　　県小学校長会   10万円
　　　県中学校長会  10万円
　　　県高等学校長協会  10万円
　　　県特別支援学校長会  10万円
　　　県私立中学高等学校長会  10万円
　　　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 10万円
　　　県私立中学高等学校事務長会 10万円
　　　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 10万円  
　　　県学校栄養士協議会 10万円
　　　県教組・高教組 15万円
　　　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　10件　＜87万円＞
　　　○第51回中国・四国地区肢体不自由教育研究協議会 ８万円
　　　○第27回中国地区小学校社会科協議会研究大会 10万円
　　　○第7回全国海外子女教育・国際理解
　　　　教育研究中国ブロック大会 ８万円
　　　○第38回中国・四国地区聾教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円
　　　○第60回中国地区小学校長教育研究大会
　　　　鳥取大会 15万円
　　　○第10回中国地区高等学校総合学科等教育
　　　　研究大会 ８万円
　　　○日教組中国・四国ブロック栄養職員部学習会 ５万円
　　　○中国地区国立大学附属学校連盟 ・
　　　　同PTA連合会総会並びに実践協議会  10万円
　　　○第60回中国地区母と女性教職員の会  ８万円
　　　○第39回日教組中国地区女性部学習会  ５万円
　３　教育出版　＜62.16万円＞
　　⑴教育実践研究論文集第７号の発刊

鳥取支部募集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。　　　  　

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
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　演題「“こどもと向き合う”“親同士つながる”」
　　　　　　 ～特色あるＰＴＡ活動から学ぶこと～
　　　　　　　コーディネーター

山口　一樹　鳥取県ＰＴＡ協議会理事
　　　　　　　パネリスト

井上　洋子　鳥取県ＰＴＡ協議会会長
磯江　正行　北栄町立北条小学校ＰＴＡ会長
福本　健秀　伯耆町立溝口中学校ＰＴＡ会長
澤本　英人　鳥取市立宝木小学校ＰＴＡ会長

　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「加齢医学から考える高校生活の過ごし方」

　　　　　講師　東京大学大学院医学系研究科
　　　　　　　　加齢医学 教授　秋下　雅弘　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 10万円
            研究テーマ「保護者ニーズの集約とその内容について」
            内容・３回の研究会を開催
　　　　　　（障がい種毎に保護者のニーズについて
　　　　　　  情報交換や意見集約）
　　　　　　（各単Ｐ毎の研修に役立てる書籍の購入）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第47回青少年育成県民大会
　　　 ■第35回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気に青少年のステージ
　　　　・湯梨浜町剣道スポーツ少年団
　　　　 ・ミュージカル劇団ゆめ
 　　　■青少年育成団体助成金交付団体の活動発表
　　　　・中学校区ふれあい事業
　　　　　　福生中学校区少年指導委員会
　　　　・夏休み子ども教室　　未来サポート
　　　　・YOUあんどＩ活動　青少年育成福部町地区協議会
　（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　　　＜40万円＞
　　　○ 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 10万円

四　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、135泊、104名、270,000円でした。

＜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91名の加入があり、保険金の支払
いは４件（342,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段から落ちて、左肩を脱臼（傷害）
・運動中、転んで、股の付け根を骨折（傷害）
・自宅の庭の段差につまずき、左足首を骨折（傷害）
・坂道を歩いていて転倒、左足首の捻挫（傷害）
・台所で転倒、左大腿骨を骨折（傷害）
・剣道の練習中に面と面がぶつかり、頸椎を損傷（傷害）
　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名程度

（1名100万円以内、修学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  ３２名　　2,725万円

　２ 給付奨学金
　　（１）高校生対象の給付奨学金
　　　・給付対象校は、教弘会員が存在する県立学校
　　　　３２校及び私立高校６校の計３８校（１校辞退）
　　　・募集人員　38名（20万円：38名　県立学校32名
　　　　　　　　　　　   私立高校６名）　　
    　　・給付者（20万円給付）26校 26名
　　　　　　　 （10万円給付）11校 22名　
　　（２）義援給付奨学金
　　　（平成24年度より単年度毎に３年間実施）
　　　・給付対象者は、平成23年3月11日の東日本大
　　　　震災の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
　　　　（東京都を除く）より　鳥取県に避難してい
　　　　る公立学校の児童・生徒
        ・　給付金額は、１人２万円
        ・　給付者　27名　54万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成２５年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜66万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取市立福部中学校　　校長　濱崎　裕生
　　　「思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美
　　　 しく）を高めていく生徒の育成」
　　　 ～総合的な学習の時間の探究的な学習を通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 琴浦町立八橋小学校　　校長　清水　雅彦
　　　｢仲間と進んで関わり合い、自分の思いを生き生
　　　  きと表現する子どもの育成」
　　○ 鳥取市立浜村小学校　　校長　前田　哲雄
　　　｢心と学びのひとりだちをめざして」
　　　 ～特別活動を中心とした『生きて働く　段取
　　　 る力・主張する力・振り返る力』の育成～
　　○ 日南町立日南小学校　校長　青戸　晶彦

平成25年度
教育振興事業の取り組み

　　　｢関わり合いを通して、生き抜く力を身につけ
　　　 る子どもの育成」
　 　 ～保小中が一貫して行う、自己効力を高める取
　　　  組を通して～
　　○ 鳥取市立高草中学校　校長　三谷　祐児
　　　｢高草中学校版功過格表」を使い道徳的実践力
　　　 を高める
　　○ 鳥取県立倉吉西高等学校　校長　松本　清治
　　　｢授業改革を通した学力向上の取組」
　　　～思考を促す発問の在り方について～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　○鳥取市立遷喬小学校　　校長　栗岡　玲子
　　　｢地域を知り、地域に誇りを持つ子どもの育成をめざして」
　　　　～大学生とのコラボによる総合的な学習の実践を通して～
　　○ 鳥取市立南中学校　校長　吉田　倫久
　　　｢思考力・判断力・表現力をはぐくむ言語活動」
　　　　～単元を通じた指導と評価の工夫～
　　○ 境港市立第一中学校　　校長　木村　一也
　　　｢知性を備え 人間性豊かで 心身ともに健やかな生徒の育成」
　　　 ～ＷＹＳＨ教育の取り組みを通して～
　《奨励賞　特別賞》･･････特別賞として、論文集に掲載
　　○ 鳥取大学附属幼稚園　　園長　森　信寛
　　　｢学びをつなぐカリキュラムの創造Ⅱ」
　　　 ～遊びの充実をめざして～第1年次～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 米子市立福生東小学校　教諭　波多野健司
         ｢書くことのよさを感じ、書くことを楽しむ心を育てるために」
          ～一枚文集の実践から見えてきたもの～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校　教諭　酒本　伸也
         ｢つまずきの要因から　つまずかない指導・支援へ」
　　　 ～書字につまずきのある生徒への漢字指導を通して～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（２件）
　　○ 大山町立中山小学校　　校長　佐伯　佳彦
         ｢職員朝会を英語で」　　  教諭　河本 　　洋
　　○ 大山町立名和小学校　　教諭　西本　靖司
         ｢全校で取り組む家庭学習の実践」
 （２）第19回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞
　　○ 鳥取県立倉吉総合産業高等学校　校長　竹ノ内誠一
　　　｢地域の発展に貢献できる人材の育成を目指して」
　　　 ～時間を意識した良き生活習慣の確立と表出活動の取組～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校　校長　野崎　淳介
　　　｢なぜ、鳥商デパートは本校教育の集大成なのか」
　　　　   ～地域の産業経済界をリードし、活躍する人材を育成する～
（３）第30回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択
　　○ 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～
　②個人研究　採択
　　○ 鳥取県立八頭高等学校　校長　小川　丹
　　　｢白文読みを取り入れたグループ学習による読解力
　　　 の向上について」
　２ 教育研究助成

 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①　第一次贈呈校         ＜280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立久松小学校 

校長　山下　公男　10万円
　　　｢思考力・表現力を高め、学びを創り出す子どもの育成」
 　　○ 鳥取市立湖山西小学校

校長　護田　彰一　10万円
　　　｢学びを生かし、生活をよりよくしようとする子どもをめざして」
         　  ～つながりあい　みんな輝く　湖山西～
　　○ 鳥取市立西郷小学校

校長　吉田　修　10万円
　　　｢体験・交流活動をとおして地域のすばらしさ
　　　  を知り、地域に誇りをもつ子どもの育成」
         　  ～言語活動を大切にした生活科・総合的な学習の時間を中心に～
　　○ 鳥取市立散岐小学校

校長　西垣　康正 　10万円
　　　｢志をもち、自分の夢に向かって取り組む自立した子どもの育成」
         　  ～家庭・地域との連携を通して～
　　○ 鳥取市立青谷小学校

校長　渡辺　雅子　10万円
　　　｢ふるさと青谷のすばらしさを力強く表現できる子の育成」
         　  ～表現運動・全校表現を通して～
　　○ 八頭町立郡家西小学校

校長　福田　浩則　10万円
　　　｢自分の考えをもち、表現し、ともに高め合う子どもの育成」
         　～言語の力を基礎とする習得・活用・探究型の授業の構築～
　　○ 倉吉市立高城小学校

校長　吉田　　譲　10万円
　　　｢ふれあい　つたえあい　みがきあい」
        　～自分の思いや考えを伝え合いながら、ともに                                   
　        　高め合う子どもの育成～
　　○ 倉吉市立関金小学校

校長　繁原　佳人　10万円
　　　｢実感を伴った理解を図る理科学習の追究」
        　～子どもたちの主体的な問題解決を通して～
　　○ 琴浦町立以西小学校

校長　藤原　憲司　10万円
　　　｢かかわり合いながら わかる・できる 体育学習」
　　○ 琴浦町立成美小学校

校長　那須　一仁　10万円
　　　「つながる　ひびく　成美の輪」
          ～主体的に取り組み、見方・考え方を深める社会科学習～
　　○ 米子市立啓成小学校

校長　内田　正志　10万円
　　　｢これからの時代に求められる言語能力の育成」
          ～生きてはたらく「ことばの力」を育てる国語科の実践～
　　○ 米子市立福生東小学校

校長　景山　信子　10万円
　　　「豊かな人間関係づくりや、よりよい学校生活づ
　 　　くりに意欲的に取り組む子どもの育成」
       　  ～自分が好き・友だちが好き・学校が好き～
　　○ 米子市立福米東小学校 

校長　森田　　栄　10万円
　　　「豊かな心と確かな学力をもつ  たくましい子どもの育成」
       　　～道徳の時間の指導を要として、広がれ、はあとふる東っ子～
　　○ 米子市立和田小学校 

校長　上村　一也　10万円
　　　「考えを深め進んで話し合い、自分らしさを発
　　　揮する子どもの育成」
　　○ 米子市立淀江小学校 

校長　安達　義昭 　10万円
　　　「自分で考え、話し合い、つながりあう子どもの育成」
 　　　 ～よりよい生活や人間関係を築くための「話・輪・和・環」～
　　○ 大山町立大山西小学校 

校長　狩野　　実 　10万円
　　　「伝え合う力を育み、自ら学ぶ児童の育成」
　　　～自分の考えを持ち、練り合う活動をとおして～
　　○ 鳥取市立北中学校

校長　有本　健一 　10万円
　　　「志を持ち、豊かな学びを追求する生徒の育成」
　　　～学びの楽しさ、奥深さを実感させる授業づくり～
　　○ 鳥取市立高草中学校
　　　　　　　　　　校長　三谷　祐児　10万円
　　　「道徳の授業研究、マナーアップ講演会の実施、高草中版
　　　   功過格の実践をとおして生徒の道徳的実践力を高める」
　　○ 八頭町立船岡中学校

校長　木下　俊児　10万円
　　　「学ぶ意欲を引き出す授業の工夫」
　　　　～思考力・判断力・表現力を育てる、習得・活用・
　　　　 　探究型の授業づくりの推進～
　　○ 倉吉市立東中学校
　　　　　　　　　　校長　石田　正紀　10万円
　　　「学び合いを大切にし、自ら進んで学ぼうとする生徒の育成」
　　　　～言語活動の充実を目指した授業の創造～
　　○ 北栄町立北条中学校 
　　　　　　　　　　校長　磯江　哲昭　10万円
　　　「新しい教育課程に対応した情報活用・発信能力の育成」
　　　　～デジタル教科書の活用をとおして～
　　○ 米子市立東山中学校
　　　　　　　　　　校長　本池　弘昭　10万円
　　　「確かな学力と豊かな心をもった生徒の育成」
　　　 ～活用する力を育て、学習意欲を高める学習指導の創造～
　　○ 境港市立第二中学校
　　　　　　　　　　校長　松本　敏浩　10万円
　　　「確かな『基礎学力の定着』をめざして」
　　　 ～特別支援教育の視点に立った授業づくりを基礎として～
　　○ 大山町立名和中学校
　　　　　　　　　　校長　船越　延子　10万円
　　　「母校に誇りと愛着を持ち、自己肯定感が高く、心豊か
　　　   で何事にも積極的に取り組む生徒の育成をめざして」
　　○ 岩美高等学校　   教諭　岩田　久志　10万円
　　　「岩美高等学校吹奏楽部Blue  Martin  Jazz  
　　　  Orchestra第29回ジャパン･ステューデント･ジャズ･
　　　  フェスティバル2013（神戸市）への出演」
　　○ 鳥取工業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　藤田　正則　10万円
　　　「Ene-1GP  Suzuka（鈴鹿国際レーシングコース）
　 　　参加車両の製作（電池をエネルギーとしてモー
　 　　ターを回し走行タイムを競う大会）
　　○ 米子東高等学校   副校長　小澤　敏正　10万円
　　　「本校と台湾国立陽明高級中学との国際交流
　　　 活動を通して、自国の伝統芸能の大切さと文
　　　 化の多様性を学ぶ」

　　○ 県立米子養護学校   教諭　井上由紀子　10万円
　　　「創作神楽で、特別支援学校と高等学校によるコラボ発表の実現」
　　　　  ～自己存在感の高揚と共生社会の実現のために～

 　②　第二次贈呈校 　＜130万円＞
　　　＜小学校 70万円、中学校 40万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立修立小学校 

校長　林　　　学　10万円
　　　「主体的に学習に取り組み、学び合う子どもの育成」
 　      ～どの子も「楽しい」「わかった」を実感できる授業づくり～
　　○ 鳥取市立若葉台小学校 
　　　　　　　　　　校長　山本　正人　10万円
　　　「主体的に学ぶ力の育成」
　　　 ～内発的な意欲をもとに思考力・判断力・表現力を育む授業づくり～
　　○ 鳥取市立逢坂小学校

校長　村上　光重　10万円
　　　｢自分の考えを進んで表現し、共感し、高め合う子どもの育成」
　　　  ～たのしさと充実感を味わえる生活科・総合的な学習～
　　○ 琴浦町立赤碕小学校

校長　藤村実千子　10万円
　　　｢すすんで関わり合い、意欲的に学習に取り組む子どもの育成」
　　　 ～言葉で伝え合い、豊かに表現する子をめざして～
　　○ 米子市立弓ヶ浜小学校

校長　岸信　秀一　10万円
　　　｢ともに考え　ともに学び　ともに育つ　弓っ子」
           ～児童が主体的に学び合い 高めあう学級力の育成～
　　○ 米子市立崎津小学校

校長　権代　雅志　10万円
　　　「分かる・できる・楽しい授業づくり」
　　　 ～学習活動の「見える化」をめざして～
　　○ 伯耆町立岸本小学校

校長　其山　守美　10万円
　　　「発達段階に応じた確かな学力と人間力の育成」
　　　　～学びの基礎づくりと学びの自立に向けた学級・授業づくり～
　　○ 鳥取市立桜ヶ丘中学校

校長　中嶋　　聖　10万円
　　　「「確かな学力」と「自主・自立の精神」を身に
　　　 つけた生徒の育成」
　　○ 鳥取市立福部中学校

校長　濱崎　裕生　10万円
　　　「総合的な学習の時間の探究的な学習を通して、各教科に
　　　　 位置づけた言語活動の実践とその内容や指導方法の検証」
　　○ 湯梨浜町立北溟中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　「思考力・判断力・表現力を育む授業づくり」
   　    ～言語活動を位置づけた学習の工夫をとおして～
　　○ 米子市立淀江中学校

校長　小坂　靖夫　10万円
　　　「自他を大切にし、心豊かに生きていく生徒の育成」
   　    ～人とのかかわり合いを大切にし、思いを伝えあえ
　　　　  る言語活動の充実を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校

校長　野崎　淳介　10万円
　　　「マーチングバンドにおけるカラーガードの効用」
　　○ 鳥取県立米子西高等学校

校長　友松　文嗣　10万円
　　　「書道パフォーマンスによる地域活性化」

　（２）教育団体研究助成　＜282.8万円＞
　　　県小学校長会   10万円
　　　県中学校長会  10万円
　　　県高等学校長協会  10万円
　　　県特別支援学校長会  10万円
　　　県私立中学高等学校長会  10万円
　　　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 10万円
　　　県私立中学高等学校事務長会 10万円
　　　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 10万円  
　　　県学校栄養士協議会 10万円
　　　県教組・高教組 15万円
　　　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　10件　＜87万円＞
　　　○第51回中国・四国地区肢体不自由教育研究協議会 ８万円
　　　○第27回中国地区小学校社会科協議会研究大会 10万円
　　　○第7回全国海外子女教育・国際理解
　　　　教育研究中国ブロック大会 ８万円
　　　○第38回中国・四国地区聾教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円
　　　○第60回中国地区小学校長教育研究大会
　　　　鳥取大会 15万円
　　　○第10回中国地区高等学校総合学科等教育
　　　　研究大会 ８万円
　　　○日教組中国・四国ブロック栄養職員部学習会 ５万円
　　　○中国地区国立大学附属学校連盟 ・
　　　　同PTA連合会総会並びに実践協議会  10万円
　　　○第60回中国地区母と女性教職員の会  ８万円
　　　○第39回日教組中国地区女性部学習会  ５万円
　３　教育出版　＜62.16万円＞
　　⑴教育実践研究論文集第７号の発刊

鳥取支部募集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。　　　  　

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
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　演題「“こどもと向き合う”“親同士つながる”」
　　　　　　 ～特色あるＰＴＡ活動から学ぶこと～
　　　　　　　コーディネーター

山口　一樹　鳥取県ＰＴＡ協議会理事
　　　　　　　パネリスト

井上　洋子　鳥取県ＰＴＡ協議会会長
磯江　正行　北栄町立北条小学校ＰＴＡ会長
福本　健秀　伯耆町立溝口中学校ＰＴＡ会長
澤本　英人　鳥取市立宝木小学校ＰＴＡ会長

　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「加齢医学から考える高校生活の過ごし方」

　　　　　講師　東京大学大学院医学系研究科
　　　　　　　　加齢医学 教授　秋下　雅弘　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 10万円
            研究テーマ「保護者ニーズの集約とその内容について」
            内容・３回の研究会を開催
　　　　　　（障がい種毎に保護者のニーズについて
　　　　　　  情報交換や意見集約）
　　　　　　（各単Ｐ毎の研修に役立てる書籍の購入）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第47回青少年育成県民大会
　　　 ■第35回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気に青少年のステージ
　　　　・湯梨浜町剣道スポーツ少年団
　　　　 ・ミュージカル劇団ゆめ
 　　　■青少年育成団体助成金交付団体の活動発表
　　　　・中学校区ふれあい事業
　　　　　　福生中学校区少年指導委員会
　　　　・夏休み子ども教室　　未来サポート
　　　　・YOUあんどＩ活動　青少年育成福部町地区協議会
　（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　　　＜40万円＞
　　　○ 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 10万円

四　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、135泊、104名、270,000円でした。

＜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91名の加入があり、保険金の支払
いは４件（342,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段から落ちて、左肩を脱臼（傷害）
・運動中、転んで、股の付け根を骨折（傷害）
・自宅の庭の段差につまずき、左足首を骨折（傷害）
・坂道を歩いていて転倒、左足首の捻挫（傷害）
・台所で転倒、左大腿骨を骨折（傷害）
・剣道の練習中に面と面がぶつかり、頸椎を損傷（傷害）
　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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忘れさせてくれる絶景の連続であった。切り立った渓谷
美の次は、荒涼としたガレ場に噴き出す硫黄の煙…。昼
食時に15分ほどで登れた「吾妻小富士」は1707メート
ル。我が「伯耆富士」は1709メートル。よし勝った、と喜
ぶ私は人間が小さい。清末先生という強い味方もいて、
高山植物を手にとり、自然観察会となる場面もあった。
　3日目は会津若松市。鶴ケ城へ行く途中の通りに「大
熊町双葉町仮設団地」という看板を目にした。原発で故
郷を追われた人たちの一時避難所だ。大河ドラマ「八
重の桜」で賑わう街にも、東北大震災の被害の跡を引
きずっているのを実感した。また、現地ガイド進藤さん
の存在も忘れられない。我々の反応を見ながら、絶妙な
話術で案内・解説をしてくれた。歴史的場面を芝居風
に演じたり、楽しい擬声音を入れたり…いいガイドさん
にめぐり会ったものだ。感謝したい。
　そして添乗員は「富」さんであった。珍しい姓である。
若いがしっかりと我々をサポートしてくれた。なお「お富
さん」を歌った春日八郎は、会津若松市のすぐ隣町の出
身である。何かの縁だろうか。好天、好地、好人、三拍子
そろって素晴らしい旅となった。終始なごやかに、時間
励行で、「チーム鳥取教弘」で行動していただいた皆さ
んに感謝いたします。
　ここに蛇足３題を付して駄文を終えたい。
１．朝ドラ「あまちゃん」の「まめぶ汁」と同じようなもの
が福島県では「こづゆ」（小汁）ということが分った。
３回も食べた。悪いけどあまり口に合わなかった。

２．旅の終着地、郡山でバスを降り、駅構内に入ったと

たんに激しい風雨が襲ってきた。２、３分遅かった
ら全員ずぶぬれになっていただろう。一同顔を見合
わせてその幸運を喜んだ。誰かが何かをモッていた
のだろう。なお、ここで多くの人が念願の「喜多方ラ
ーメン」を食した。美味であった。

３．旅行から帰って11月末に孫の七五三を祝うため米
子から鳥取市の神社に出かけた。本殿の前で突然
大きな声をかける人がいる。なんと一緒に旅行した
A氏であった。彼も同じ目的で神社に来ていたのだ。
そして祈願していただいた宮司さんの奥さんは、一
緒に旅行したB氏の娘さんだと分った。奇遇としか
言いようがない。
　ありがとうございました。また会えることを楽しみ
にしています。

　一言でいえば、最高の旅であった。
　私は老父母を初めてショートステイに預けての参加で
ある。3年前に1週間の予定で韓国旅行に出掛け、3日目
に実母が死去してトンボ帰りした苦い経験があり、やや
不安を抱えての出発であった。しかし10月5日朝、世界遺
産となった富士山の雄姿を機上から眺めることができ
た。冠雪鮮やかな富士の山！　吉兆である。ただこの原
稿依頼を受けていたことだけが、喉に刺さった小骨であ
った。
　さて羽田空港で鳥取組と米子組の合流、総勢19名で
ある。すぐに東北新幹線に乗り、たった1時間50分で仙
台駅到着。楽天イーグルスが巨人を破り日本シリーズを
勝ち取った直後だったが、すぐに最初の目的地塩釜に
向ったので、あまり優勝の余韻が感じられなかったの
は残念であった。

　さあ、ここから芭蕉もびっくりするような壮大な紀行
文を書き始めようとしていた。その時事務局から参考の
ためにと、もうひとりの書き手である小椋氏の原稿が届
いた。
　私も実は、旅行中に折に触れメモを取りつつ作文の
用意をしてきた。しかし私の書かんとしていたことは、そ
の原稿の中で適切に見事にまとめられているではない
か。しまった！軍師黒田官兵衛も言っていたではない
か、「先手必勝」の原則を忘れていた！
　気を取り直して、この旅行を横っちょから振り返って
みることにした。先ず日本三景の松島で伊達家の菩提
寺である国宝「瑞巌寺」を拝観した。みちのくの英雄伊
達政宗の位牌、本殿や庫裏を案内してもらいながら、境
内全体から発する荘厳なたたずまいに浸った。そして注
目したいのはこの寺の名称である。「瑞々しい、めでた

い、巌」と読める。ちなみに私は米子市巌地区に住んで
いる。いいお寺だなあ。しっかり祈願してきたのは言うま
でもない。

　お泊まりは瑞巌寺直下の「センチュリーホテル」。豪勢
であった。
　普段より　十倍磨く　旅の肌　（松尾芭蕉？）
　夜は恒例の親睦会でくつろいだ。60歳から80歳まで
参加者の皆さん一人ひとりの旅の感想やら普段の生活
ぶりをお聞きして、ぐっと親近感が深まるとともに、その
生き方は大いに参考になった。そしてみちのくの日本酒
も美味であった。

　2日目からはバスツアーである。まずは青葉城に登っ
て、「広瀬川　流れる水に・・・」と口ずさみながら仙
台の町並みを一望したあと、バスは一路南下していく。
紅葉の適期こそ過ぎていたが、磐梯山を北から南にくね
くねと巡る壮大な山岳スカイラインは、日ごろの憂さを

　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名程度

（1名100万円以内、修学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  ３２名　　2,725万円

　２ 給付奨学金
　　（１）高校生対象の給付奨学金
　　　・給付対象校は、教弘会員が存在する県立学校
　　　　３２校及び私立高校６校の計３８校（１校辞退）
　　　・募集人員　38名（20万円：38名　県立学校32名
　　　　　　　　　　　   私立高校６名）　　
    　　・給付者（20万円給付）26校 26名
　　　　　　　 （10万円給付）11校 22名　
　　（２）義援給付奨学金
　　　（平成24年度より単年度毎に３年間実施）
　　　・給付対象者は、平成23年3月11日の東日本大
　　　　震災の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
　　　　（東京都を除く）より　鳥取県に避難してい
　　　　る公立学校の児童・生徒
        ・　給付金額は、１人２万円
        ・　給付者　27名　54万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成２５年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜66万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取市立福部中学校　　校長　濱崎　裕生
　　　「思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美
　　　 しく）を高めていく生徒の育成」
　　　 ～総合的な学習の時間の探究的な学習を通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 琴浦町立八橋小学校　　校長　清水　雅彦
　　　｢仲間と進んで関わり合い、自分の思いを生き生
　　　  きと表現する子どもの育成」
　　○ 鳥取市立浜村小学校　　校長　前田　哲雄
　　　｢心と学びのひとりだちをめざして」
　　　 ～特別活動を中心とした『生きて働く　段取
　　　 る力・主張する力・振り返る力』の育成～
　　○ 日南町立日南小学校　校長　青戸　晶彦

　　　｢関わり合いを通して、生き抜く力を身につけ
　　　 る子どもの育成」
　 　 ～保小中が一貫して行う、自己効力を高める取
　　　  組を通して～
　　○ 鳥取市立高草中学校　校長　三谷　祐児
　　　｢高草中学校版功過格表」を使い道徳的実践力
　　　 を高める
　　○ 鳥取県立倉吉西高等学校　校長　松本　清治
　　　｢授業改革を通した学力向上の取組」
　　　～思考を促す発問の在り方について～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　○鳥取市立遷喬小学校　　校長　栗岡　玲子
　　　｢地域を知り、地域に誇りを持つ子どもの育成をめざして」
　　　　～大学生とのコラボによる総合的な学習の実践を通して～
　　○ 鳥取市立南中学校　校長　吉田　倫久
　　　｢思考力・判断力・表現力をはぐくむ言語活動」
　　　　～単元を通じた指導と評価の工夫～
　　○ 境港市立第一中学校　　校長　木村　一也
　　　｢知性を備え 人間性豊かで 心身ともに健やかな生徒の育成」
　　　 ～ＷＹＳＨ教育の取り組みを通して～
　《奨励賞　特別賞》･･････特別賞として、論文集に掲載
　　○ 鳥取大学附属幼稚園　　園長　森　信寛
　　　｢学びをつなぐカリキュラムの創造Ⅱ」
　　　 ～遊びの充実をめざして～第1年次～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 米子市立福生東小学校　教諭　波多野健司
         ｢書くことのよさを感じ、書くことを楽しむ心を育てるために」
          ～一枚文集の実践から見えてきたもの～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校　教諭　酒本　伸也
         ｢つまずきの要因から　つまずかない指導・支援へ」
　　　 ～書字につまずきのある生徒への漢字指導を通して～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（２件）
　　○ 大山町立中山小学校　　校長　佐伯　佳彦
         ｢職員朝会を英語で」　　  教諭　河本 　　洋
　　○ 大山町立名和小学校　　教諭　西本　靖司
         ｢全校で取り組む家庭学習の実践」
 （２）第19回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞
　　○ 鳥取県立倉吉総合産業高等学校　校長　竹ノ内誠一
　　　｢地域の発展に貢献できる人材の育成を目指して」
　　　 ～時間を意識した良き生活習慣の確立と表出活動の取組～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校　校長　野崎　淳介
　　　｢なぜ、鳥商デパートは本校教育の集大成なのか」
　　　　   ～地域の産業経済界をリードし、活躍する人材を育成する～
（３）第30回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択
　　○ 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～
　②個人研究　採択
　　○ 鳥取県立八頭高等学校　校長　小川　丹
　　　｢白文読みを取り入れたグループ学習による読解力
　　　 の向上について」
　２ 教育研究助成

 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①　第一次贈呈校         ＜280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立久松小学校 

校長　山下　公男　10万円
　　　｢思考力・表現力を高め、学びを創り出す子どもの育成」
 　　○ 鳥取市立湖山西小学校

校長　護田　彰一　10万円
　　　｢学びを生かし、生活をよりよくしようとする子どもをめざして」
         　  ～つながりあい　みんな輝く　湖山西～
　　○ 鳥取市立西郷小学校

校長　吉田　修　10万円
　　　｢体験・交流活動をとおして地域のすばらしさ
　　　  を知り、地域に誇りをもつ子どもの育成」
         　  ～言語活動を大切にした生活科・総合的な学習の時間を中心に～
　　○ 鳥取市立散岐小学校

校長　西垣　康正 　10万円
　　　｢志をもち、自分の夢に向かって取り組む自立した子どもの育成」
         　  ～家庭・地域との連携を通して～
　　○ 鳥取市立青谷小学校

校長　渡辺　雅子　10万円
　　　｢ふるさと青谷のすばらしさを力強く表現できる子の育成」
         　  ～表現運動・全校表現を通して～
　　○ 八頭町立郡家西小学校

校長　福田　浩則　10万円
　　　｢自分の考えをもち、表現し、ともに高め合う子どもの育成」
         　～言語の力を基礎とする習得・活用・探究型の授業の構築～
　　○ 倉吉市立高城小学校

校長　吉田　　譲　10万円
　　　｢ふれあい　つたえあい　みがきあい」
        　～自分の思いや考えを伝え合いながら、ともに                                   
　        　高め合う子どもの育成～
　　○ 倉吉市立関金小学校

校長　繁原　佳人　10万円
　　　｢実感を伴った理解を図る理科学習の追究」
        　～子どもたちの主体的な問題解決を通して～
　　○ 琴浦町立以西小学校

校長　藤原　憲司　10万円
　　　｢かかわり合いながら わかる・できる 体育学習」
　　○ 琴浦町立成美小学校

校長　那須　一仁　10万円
　　　「つながる　ひびく　成美の輪」
          ～主体的に取り組み、見方・考え方を深める社会科学習～
　　○ 米子市立啓成小学校

校長　内田　正志　10万円
　　　｢これからの時代に求められる言語能力の育成」
          ～生きてはたらく「ことばの力」を育てる国語科の実践～
　　○ 米子市立福生東小学校

校長　景山　信子　10万円
　　　「豊かな人間関係づくりや、よりよい学校生活づ
　 　　くりに意欲的に取り組む子どもの育成」
       　  ～自分が好き・友だちが好き・学校が好き～
　　○ 米子市立福米東小学校 

校長　森田　　栄　10万円
　　　「豊かな心と確かな学力をもつ  たくましい子どもの育成」
       　　～道徳の時間の指導を要として、広がれ、はあとふる東っ子～
　　○ 米子市立和田小学校 

校長　上村　一也　10万円
　　　「考えを深め進んで話し合い、自分らしさを発
　　　揮する子どもの育成」
　　○ 米子市立淀江小学校 

校長　安達　義昭 　10万円
　　　「自分で考え、話し合い、つながりあう子どもの育成」
 　　　 ～よりよい生活や人間関係を築くための「話・輪・和・環」～
　　○ 大山町立大山西小学校 

校長　狩野　　実 　10万円
　　　「伝え合う力を育み、自ら学ぶ児童の育成」
　　　～自分の考えを持ち、練り合う活動をとおして～
　　○ 鳥取市立北中学校

校長　有本　健一 　10万円
　　　「志を持ち、豊かな学びを追求する生徒の育成」
　　　～学びの楽しさ、奥深さを実感させる授業づくり～
　　○ 鳥取市立高草中学校
　　　　　　　　　　校長　三谷　祐児　10万円
　　　「道徳の授業研究、マナーアップ講演会の実施、高草中版
　　　   功過格の実践をとおして生徒の道徳的実践力を高める」
　　○ 八頭町立船岡中学校

校長　木下　俊児　10万円
　　　「学ぶ意欲を引き出す授業の工夫」
　　　　～思考力・判断力・表現力を育てる、習得・活用・
　　　　 　探究型の授業づくりの推進～
　　○ 倉吉市立東中学校
　　　　　　　　　　校長　石田　正紀　10万円
　　　「学び合いを大切にし、自ら進んで学ぼうとする生徒の育成」
　　　　～言語活動の充実を目指した授業の創造～
　　○ 北栄町立北条中学校 
　　　　　　　　　　校長　磯江　哲昭　10万円
　　　「新しい教育課程に対応した情報活用・発信能力の育成」
　　　　～デジタル教科書の活用をとおして～
　　○ 米子市立東山中学校
　　　　　　　　　　校長　本池　弘昭　10万円
　　　「確かな学力と豊かな心をもった生徒の育成」
　　　 ～活用する力を育て、学習意欲を高める学習指導の創造～
　　○ 境港市立第二中学校
　　　　　　　　　　校長　松本　敏浩　10万円
　　　「確かな『基礎学力の定着』をめざして」
　　　 ～特別支援教育の視点に立った授業づくりを基礎として～
　　○ 大山町立名和中学校
　　　　　　　　　　校長　船越　延子　10万円
　　　「母校に誇りと愛着を持ち、自己肯定感が高く、心豊か
　　　   で何事にも積極的に取り組む生徒の育成をめざして」
　　○ 岩美高等学校　   教諭　岩田　久志　10万円
　　　「岩美高等学校吹奏楽部Blue  Martin  Jazz  
　　　  Orchestra第29回ジャパン･ステューデント･ジャズ･
　　　  フェスティバル2013（神戸市）への出演」
　　○ 鳥取工業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　藤田　正則　10万円
　　　「Ene-1GP  Suzuka（鈴鹿国際レーシングコース）
　 　　参加車両の製作（電池をエネルギーとしてモー
　 　　ターを回し走行タイムを競う大会）
　　○ 米子東高等学校   副校長　小澤　敏正　10万円
　　　「本校と台湾国立陽明高級中学との国際交流
　　　 活動を通して、自国の伝統芸能の大切さと文
　　　 化の多様性を学ぶ」

　　○ 県立米子養護学校   教諭　井上由紀子　10万円
　　　「創作神楽で、特別支援学校と高等学校によるコラボ発表の実現」
　　　　  ～自己存在感の高揚と共生社会の実現のために～

 　②　第二次贈呈校 　＜130万円＞
　　　＜小学校 70万円、中学校 40万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立修立小学校 

校長　林　　　学　10万円
　　　「主体的に学習に取り組み、学び合う子どもの育成」
 　      ～どの子も「楽しい」「わかった」を実感できる授業づくり～
　　○ 鳥取市立若葉台小学校 
　　　　　　　　　　校長　山本　正人　10万円
　　　「主体的に学ぶ力の育成」
　　　 ～内発的な意欲をもとに思考力・判断力・表現力を育む授業づくり～
　　○ 鳥取市立逢坂小学校

校長　村上　光重　10万円
　　　｢自分の考えを進んで表現し、共感し、高め合う子どもの育成」
　　　  ～たのしさと充実感を味わえる生活科・総合的な学習～
　　○ 琴浦町立赤碕小学校

校長　藤村実千子　10万円
　　　｢すすんで関わり合い、意欲的に学習に取り組む子どもの育成」
　　　 ～言葉で伝え合い、豊かに表現する子をめざして～
　　○ 米子市立弓ヶ浜小学校

校長　岸信　秀一　10万円
　　　｢ともに考え　ともに学び　ともに育つ　弓っ子」
           ～児童が主体的に学び合い 高めあう学級力の育成～
　　○ 米子市立崎津小学校

校長　権代　雅志　10万円
　　　「分かる・できる・楽しい授業づくり」
　　　 ～学習活動の「見える化」をめざして～
　　○ 伯耆町立岸本小学校

校長　其山　守美　10万円
　　　「発達段階に応じた確かな学力と人間力の育成」
　　　　～学びの基礎づくりと学びの自立に向けた学級・授業づくり～
　　○ 鳥取市立桜ヶ丘中学校

校長　中嶋　　聖　10万円
　　　「「確かな学力」と「自主・自立の精神」を身に
　　　 つけた生徒の育成」
　　○ 鳥取市立福部中学校

校長　濱崎　裕生　10万円
　　　「総合的な学習の時間の探究的な学習を通して、各教科に
　　　　 位置づけた言語活動の実践とその内容や指導方法の検証」
　　○ 湯梨浜町立北溟中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　「思考力・判断力・表現力を育む授業づくり」
   　    ～言語活動を位置づけた学習の工夫をとおして～
　　○ 米子市立淀江中学校

校長　小坂　靖夫　10万円
　　　「自他を大切にし、心豊かに生きていく生徒の育成」
   　    ～人とのかかわり合いを大切にし、思いを伝えあえ
　　　　  る言語活動の充実を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校

校長　野崎　淳介　10万円
　　　「マーチングバンドにおけるカラーガードの効用」
　　○ 鳥取県立米子西高等学校

校長　友松　文嗣　10万円
　　　「書道パフォーマンスによる地域活性化」

二泊三日東北の旅
塚田　安雄

会 員 の 声

　（２）教育団体研究助成　＜282.8万円＞
　　　県小学校長会   10万円
　　　県中学校長会  10万円
　　　県高等学校長協会  10万円
　　　県特別支援学校長会  10万円
　　　県私立中学高等学校長会  10万円
　　　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 10万円
　　　県私立中学高等学校事務長会 10万円
　　　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 10万円  
　　　県学校栄養士協議会 10万円
　　　県教組・高教組 15万円
　　　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　10件　＜87万円＞
　　　○第51回中国・四国地区肢体不自由教育研究協議会 ８万円
　　　○第27回中国地区小学校社会科協議会研究大会 10万円
　　　○第7回全国海外子女教育・国際理解
　　　　教育研究中国ブロック大会 ８万円
　　　○第38回中国・四国地区聾教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円
　　　○第60回中国地区小学校長教育研究大会
　　　　鳥取大会 15万円
　　　○第10回中国地区高等学校総合学科等教育
　　　　研究大会 ８万円
　　　○日教組中国・四国ブロック栄養職員部学習会 ５万円
　　　○中国地区国立大学附属学校連盟 ・
　　　　同PTA連合会総会並びに実践協議会  10万円
　　　○第60回中国地区母と女性教職員の会  ８万円
　　　○第39回日教組中国地区女性部学習会  ５万円
　３　教育出版　＜62.16万円＞
　　⑴教育実践研究論文集第７号の発刊

鳥取支部募集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。　　　  　

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
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　演題「“こどもと向き合う”“親同士つながる”」
　　　　　　 ～特色あるＰＴＡ活動から学ぶこと～
　　　　　　　コーディネーター

山口　一樹　鳥取県ＰＴＡ協議会理事
　　　　　　　パネリスト

井上　洋子　鳥取県ＰＴＡ協議会会長
磯江　正行　北栄町立北条小学校ＰＴＡ会長
福本　健秀　伯耆町立溝口中学校ＰＴＡ会長
澤本　英人　鳥取市立宝木小学校ＰＴＡ会長

　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「加齢医学から考える高校生活の過ごし方」

　　　　　講師　東京大学大学院医学系研究科
　　　　　　　　加齢医学 教授　秋下　雅弘　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 10万円
            研究テーマ「保護者ニーズの集約とその内容について」
            内容・３回の研究会を開催
　　　　　　（障がい種毎に保護者のニーズについて
　　　　　　  情報交換や意見集約）
　　　　　　（各単Ｐ毎の研修に役立てる書籍の購入）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第47回青少年育成県民大会
　　　 ■第35回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気に青少年のステージ
　　　　・湯梨浜町剣道スポーツ少年団
　　　　 ・ミュージカル劇団ゆめ
 　　　■青少年育成団体助成金交付団体の活動発表
　　　　・中学校区ふれあい事業
　　　　　　福生中学校区少年指導委員会
　　　　・夏休み子ども教室　　未来サポート
　　　　・YOUあんどＩ活動　青少年育成福部町地区協議会
　（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　　　＜40万円＞
　　　○ 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 10万円

四　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、135泊、104名、270,000円でした。

＜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91名の加入があり、保険金の支払
いは４件（342,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段から落ちて、左肩を脱臼（傷害）
・運動中、転んで、股の付け根を骨折（傷害）
・自宅の庭の段差につまずき、左足首を骨折（傷害）
・坂道を歩いていて転倒、左足首の捻挫（傷害）
・台所で転倒、左大腿骨を骨折（傷害）
・剣道の練習中に面と面がぶつかり、頸椎を損傷（傷害）
　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25年度
教育振興事業の取り組み

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

 平成25年度加入件数 811

（平成24年度加入件数） （804)

７件の増

塩釜

五色沼

青葉城

　今回の旅行案内に、私はすぐ飛びついた。
　その理由は、何よりも震災後の東北地方の姿をこ
の目で確かめたかった。次いで、NHKの大河ドラ
マ「八重の桜」で示された会津藩の人々の不撓不屈
の精神が培われた歴史と風土を探りたい、と思った
からである。そして、旅が始まる直前に、東北楽天
の日本シリーズ優勝が決まり、仙台を中心に優勝ム
ードで活気つくタイミングの良さという幸運にも恵
まれた。
　初日の訪問地は松島。塩釜港から松島港まで高速
遊覧船での島巡りをした。十重二十重に連なる大小
の島々を見ながら、「多くの島々が自然堤防とな
り、津波の高さが３メートル程度にとどまり、押し
寄せる波の速度も緩和され、島の家屋の7割が津波

で流されたが、死者は0人だった」と聞いた。湾に
面した所にある私たちの宿泊ホテルは、１年後には
再開されたとのことだったが、塩釜港の遊覧船乗り
場の周辺の道路は、津波の影響が色濃く残り、かつ
てにぎわっていた市場も、プレハブの長屋に10店舗
が営業している程度。元の状態まで回復するには、
まだまだ多くの資金と時間が必要と感じた。

　２日目は、紅葉真っ只中の磐梯山のバスツアー。
青葉城址の伊達政宗の銅像を拝み、その後磐梯吾妻
スカイラインで浄土平まで上った。浄土平は大山の
頂上と同じ位の高さだ。頂上付近は急坂で、断崖絶
壁を前後左右に見ながら、バスの中ではあったが、
さながら浄土への道をひた走って行く思いがした。
午後は、裏磐梯の五色沼で陽光に照らされた真紅の
紅葉にうっとり。
　その後、会津藩校日新館を訪問した。会津藩の精
神の源はこの日新館で培われたといわれている。江
戸時代全国三百藩校の中でも規模内容とも随一と言
われた「日新館」は、「教育は百年の計にして会津
藩の興隆は人材の養成にあり」とのもとに計画さ
れ、1803年に一大学問の殿堂として完成している。
「八重の桜」で有名になった「ならぬことはなら
ぬ」の教えは、日新館の「什の掟」として７項目に
まとめられ、その第１が、「年長者の言うことに背
いてはなりません」第４が「卑怯な振る舞いをして
はなりません」第５が「弱いものをいじめてはなり
ません」だ。
　時代を超えて人間教育の基本を改めて思い起こさ
れた気持ちになった。
　3日目は、白虎隊で有名な飯盛山から始まった。
墓地は小高い丘にあり、日新館で育った19名のうら
若き戦死者たちが、鶴ヶ城を眼下に見ながら眠って
いた。次に鶴ヶ城を見学した。場内の紅葉は真っ盛

りで、城の風格に文字通り花を添えていた。その
後、「大河ドラマ館」と「野口英世記念館」を訪問
し、帰路に着いた。

　今回の旅は、私にとって期待以上の成果があっ
た。1つは、震災以降東北人の粘り強い精神力で復
興できた部分はあるが、社会的インフラである道路
等は国の力が及んでいない現実を実感できたこと、
2つ目は、東北地方の自然の厳しさと豊かさが東北
人の心を培ってきたこと、3つ目は、日新館の「什
の掟」のごとく「古きを訪ねて新しきを知る」こと
の大切さを知ったことである。
　最後に、このような素晴らしい企画をしてくださ
った旅行委員の方々、共に楽しい旅にしてくださっ
た19名の参加者の皆様に心より感謝し、報告としま
す。
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忘れさせてくれる絶景の連続であった。切り立った渓谷
美の次は、荒涼としたガレ場に噴き出す硫黄の煙…。昼
食時に15分ほどで登れた「吾妻小富士」は1707メート
ル。我が「伯耆富士」は1709メートル。よし勝った、と喜
ぶ私は人間が小さい。清末先生という強い味方もいて、
高山植物を手にとり、自然観察会となる場面もあった。
　3日目は会津若松市。鶴ケ城へ行く途中の通りに「大
熊町双葉町仮設団地」という看板を目にした。原発で故
郷を追われた人たちの一時避難所だ。大河ドラマ「八
重の桜」で賑わう街にも、東北大震災の被害の跡を引
きずっているのを実感した。また、現地ガイド進藤さん
の存在も忘れられない。我々の反応を見ながら、絶妙な
話術で案内・解説をしてくれた。歴史的場面を芝居風
に演じたり、楽しい擬声音を入れたり…いいガイドさん
にめぐり会ったものだ。感謝したい。
　そして添乗員は「富」さんであった。珍しい姓である。
若いがしっかりと我々をサポートしてくれた。なお「お富
さん」を歌った春日八郎は、会津若松市のすぐ隣町の出
身である。何かの縁だろうか。好天、好地、好人、三拍子
そろって素晴らしい旅となった。終始なごやかに、時間
励行で、「チーム鳥取教弘」で行動していただいた皆さ
んに感謝いたします。
　ここに蛇足３題を付して駄文を終えたい。
１．朝ドラ「あまちゃん」の「まめぶ汁」と同じようなもの
が福島県では「こづゆ」（小汁）ということが分った。
３回も食べた。悪いけどあまり口に合わなかった。

２．旅の終着地、郡山でバスを降り、駅構内に入ったと

たんに激しい風雨が襲ってきた。２、３分遅かった
ら全員ずぶぬれになっていただろう。一同顔を見合
わせてその幸運を喜んだ。誰かが何かをモッていた
のだろう。なお、ここで多くの人が念願の「喜多方ラ
ーメン」を食した。美味であった。

３．旅行から帰って11月末に孫の七五三を祝うため米
子から鳥取市の神社に出かけた。本殿の前で突然
大きな声をかける人がいる。なんと一緒に旅行した
A氏であった。彼も同じ目的で神社に来ていたのだ。
そして祈願していただいた宮司さんの奥さんは、一
緒に旅行したB氏の娘さんだと分った。奇遇としか
言いようがない。
　ありがとうございました。また会えることを楽しみ
にしています。

　一言でいえば、最高の旅であった。
　私は老父母を初めてショートステイに預けての参加で
ある。3年前に1週間の予定で韓国旅行に出掛け、3日目
に実母が死去してトンボ帰りした苦い経験があり、やや
不安を抱えての出発であった。しかし10月5日朝、世界遺
産となった富士山の雄姿を機上から眺めることができ
た。冠雪鮮やかな富士の山！　吉兆である。ただこの原
稿依頼を受けていたことだけが、喉に刺さった小骨であ
った。
　さて羽田空港で鳥取組と米子組の合流、総勢19名で
ある。すぐに東北新幹線に乗り、たった1時間50分で仙
台駅到着。楽天イーグルスが巨人を破り日本シリーズを
勝ち取った直後だったが、すぐに最初の目的地塩釜に
向ったので、あまり優勝の余韻が感じられなかったの
は残念であった。

　さあ、ここから芭蕉もびっくりするような壮大な紀行
文を書き始めようとしていた。その時事務局から参考の
ためにと、もうひとりの書き手である小椋氏の原稿が届
いた。
　私も実は、旅行中に折に触れメモを取りつつ作文の
用意をしてきた。しかし私の書かんとしていたことは、そ
の原稿の中で適切に見事にまとめられているではない
か。しまった！軍師黒田官兵衛も言っていたではない
か、「先手必勝」の原則を忘れていた！
　気を取り直して、この旅行を横っちょから振り返って
みることにした。先ず日本三景の松島で伊達家の菩提
寺である国宝「瑞巌寺」を拝観した。みちのくの英雄伊
達政宗の位牌、本殿や庫裏を案内してもらいながら、境
内全体から発する荘厳なたたずまいに浸った。そして注
目したいのはこの寺の名称である。「瑞々しい、めでた

い、巌」と読める。ちなみに私は米子市巌地区に住んで
いる。いいお寺だなあ。しっかり祈願してきたのは言うま
でもない。

　お泊まりは瑞巌寺直下の「センチュリーホテル」。豪勢
であった。
　普段より　十倍磨く　旅の肌　（松尾芭蕉？）
　夜は恒例の親睦会でくつろいだ。60歳から80歳まで
参加者の皆さん一人ひとりの旅の感想やら普段の生活
ぶりをお聞きして、ぐっと親近感が深まるとともに、その
生き方は大いに参考になった。そしてみちのくの日本酒
も美味であった。

　2日目からはバスツアーである。まずは青葉城に登っ
て、「広瀬川　流れる水に・・・」と口ずさみながら仙
台の町並みを一望したあと、バスは一路南下していく。
紅葉の適期こそ過ぎていたが、磐梯山を北から南にくね
くねと巡る壮大な山岳スカイラインは、日ごろの憂さを

　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名程度

（1名100万円以内、修学期間1年につき25万円）
　　・貸与者　  ３２名　　2,725万円

　２ 給付奨学金
　　（１）高校生対象の給付奨学金
　　　・給付対象校は、教弘会員が存在する県立学校
　　　　３２校及び私立高校６校の計３８校（１校辞退）
　　　・募集人員　38名（20万円：38名　県立学校32名
　　　　　　　　　　　   私立高校６名）　　
    　　・給付者（20万円給付）26校 26名
　　　　　　　 （10万円給付）11校 22名　
　　（２）義援給付奨学金
　　　（平成24年度より単年度毎に３年間実施）
　　　・給付対象者は、平成23年3月11日の東日本大
　　　　震災の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
　　　　（東京都を除く）より　鳥取県に避難してい
　　　　る公立学校の児童・生徒
        ・　給付金額は、１人２万円
        ・　給付者　27名　54万円

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成２５年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜66万円＞
　 ①　学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取市立福部中学校　　校長　濱崎　裕生
　　　「思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美
　　　 しく）を高めていく生徒の育成」
　　　 ～総合的な学習の時間の探究的な学習を通して～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 琴浦町立八橋小学校　　校長　清水　雅彦
　　　｢仲間と進んで関わり合い、自分の思いを生き生
　　　  きと表現する子どもの育成」
　　○ 鳥取市立浜村小学校　　校長　前田　哲雄
　　　｢心と学びのひとりだちをめざして」
　　　 ～特別活動を中心とした『生きて働く　段取
　　　 る力・主張する力・振り返る力』の育成～
　　○ 日南町立日南小学校　校長　青戸　晶彦

　　　｢関わり合いを通して、生き抜く力を身につけ
　　　 る子どもの育成」
　 　 ～保小中が一貫して行う、自己効力を高める取
　　　  組を通して～
　　○ 鳥取市立高草中学校　校長　三谷　祐児
　　　｢高草中学校版功過格表」を使い道徳的実践力
　　　 を高める
　　○ 鳥取県立倉吉西高等学校　校長　松本　清治
　　　｢授業改革を通した学力向上の取組」
　　　～思考を促す発問の在り方について～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（４件）
　　○鳥取市立遷喬小学校　　校長　栗岡　玲子
　　　｢地域を知り、地域に誇りを持つ子どもの育成をめざして」
　　　　～大学生とのコラボによる総合的な学習の実践を通して～
　　○ 鳥取市立南中学校　校長　吉田　倫久
　　　｢思考力・判断力・表現力をはぐくむ言語活動」
　　　　～単元を通じた指導と評価の工夫～
　　○ 境港市立第一中学校　　校長　木村　一也
　　　｢知性を備え 人間性豊かで 心身ともに健やかな生徒の育成」
　　　 ～ＷＹＳＨ教育の取り組みを通して～
　《奨励賞　特別賞》･･････特別賞として、論文集に掲載
　　○ 鳥取大学附属幼稚園　　園長　森　信寛
　　　｢学びをつなぐカリキュラムの創造Ⅱ」
　　　 ～遊びの充実をめざして～第1年次～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 米子市立福生東小学校　教諭　波多野健司
         ｢書くことのよさを感じ、書くことを楽しむ心を育てるために」
          ～一枚文集の実践から見えてきたもの～
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校　教諭　酒本　伸也
         ｢つまずきの要因から　つまずかない指導・支援へ」
　　　 ～書字につまずきのある生徒への漢字指導を通して～
　【奨 励 賞】　　　　２万円　（２件）
　　○ 大山町立中山小学校　　校長　佐伯　佳彦
         ｢職員朝会を英語で」　　  教諭　河本 　　洋
　　○ 大山町立名和小学校　　教諭　西本　靖司
         ｢全校で取り組む家庭学習の実践」
 （２）第19回　日教弘教育賞
　①学校部門　奨励賞
　　○ 鳥取県立倉吉総合産業高等学校　校長　竹ノ内誠一
　　　｢地域の発展に貢献できる人材の育成を目指して」
　　　 ～時間を意識した良き生活習慣の確立と表出活動の取組～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校　校長　野崎　淳介
　　　｢なぜ、鳥商デパートは本校教育の集大成なのか」
　　　　   ～地域の産業経済界をリードし、活躍する人材を育成する～
（３）第30回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　①学校研究　採択
　　○ 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～
　②個人研究　採択
　　○ 鳥取県立八頭高等学校　校長　小川　丹
　　　｢白文読みを取り入れたグループ学習による読解力
　　　 の向上について」
　２ 教育研究助成

 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①　第一次贈呈校         ＜280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
　　○ 鳥取市立久松小学校 

校長　山下　公男　10万円
　　　｢思考力・表現力を高め、学びを創り出す子どもの育成」
 　　○ 鳥取市立湖山西小学校

校長　護田　彰一　10万円
　　　｢学びを生かし、生活をよりよくしようとする子どもをめざして」
         　  ～つながりあい　みんな輝く　湖山西～
　　○ 鳥取市立西郷小学校

校長　吉田　修　10万円
　　　｢体験・交流活動をとおして地域のすばらしさ
　　　  を知り、地域に誇りをもつ子どもの育成」
         　  ～言語活動を大切にした生活科・総合的な学習の時間を中心に～
　　○ 鳥取市立散岐小学校

校長　西垣　康正 　10万円
　　　｢志をもち、自分の夢に向かって取り組む自立した子どもの育成」
         　  ～家庭・地域との連携を通して～
　　○ 鳥取市立青谷小学校

校長　渡辺　雅子　10万円
　　　｢ふるさと青谷のすばらしさを力強く表現できる子の育成」
         　  ～表現運動・全校表現を通して～
　　○ 八頭町立郡家西小学校

校長　福田　浩則　10万円
　　　｢自分の考えをもち、表現し、ともに高め合う子どもの育成」
         　～言語の力を基礎とする習得・活用・探究型の授業の構築～
　　○ 倉吉市立高城小学校

校長　吉田　　譲　10万円
　　　｢ふれあい　つたえあい　みがきあい」
        　～自分の思いや考えを伝え合いながら、ともに                                   
　        　高め合う子どもの育成～
　　○ 倉吉市立関金小学校

校長　繁原　佳人　10万円
　　　｢実感を伴った理解を図る理科学習の追究」
        　～子どもたちの主体的な問題解決を通して～
　　○ 琴浦町立以西小学校

校長　藤原　憲司　10万円
　　　｢かかわり合いながら わかる・できる 体育学習」
　　○ 琴浦町立成美小学校

校長　那須　一仁　10万円
　　　「つながる　ひびく　成美の輪」
          ～主体的に取り組み、見方・考え方を深める社会科学習～
　　○ 米子市立啓成小学校

校長　内田　正志　10万円
　　　｢これからの時代に求められる言語能力の育成」
          ～生きてはたらく「ことばの力」を育てる国語科の実践～
　　○ 米子市立福生東小学校

校長　景山　信子　10万円
　　　「豊かな人間関係づくりや、よりよい学校生活づ
　 　　くりに意欲的に取り組む子どもの育成」
       　  ～自分が好き・友だちが好き・学校が好き～
　　○ 米子市立福米東小学校 

校長　森田　　栄　10万円
　　　「豊かな心と確かな学力をもつ  たくましい子どもの育成」
       　　～道徳の時間の指導を要として、広がれ、はあとふる東っ子～
　　○ 米子市立和田小学校 

校長　上村　一也　10万円
　　　「考えを深め進んで話し合い、自分らしさを発
　　　揮する子どもの育成」
　　○ 米子市立淀江小学校 

校長　安達　義昭 　10万円
　　　「自分で考え、話し合い、つながりあう子どもの育成」
 　　　 ～よりよい生活や人間関係を築くための「話・輪・和・環」～
　　○ 大山町立大山西小学校 

校長　狩野　　実 　10万円
　　　「伝え合う力を育み、自ら学ぶ児童の育成」
　　　～自分の考えを持ち、練り合う活動をとおして～
　　○ 鳥取市立北中学校

校長　有本　健一 　10万円
　　　「志を持ち、豊かな学びを追求する生徒の育成」
　　　～学びの楽しさ、奥深さを実感させる授業づくり～
　　○ 鳥取市立高草中学校
　　　　　　　　　　校長　三谷　祐児　10万円
　　　「道徳の授業研究、マナーアップ講演会の実施、高草中版
　　　   功過格の実践をとおして生徒の道徳的実践力を高める」
　　○ 八頭町立船岡中学校

校長　木下　俊児　10万円
　　　「学ぶ意欲を引き出す授業の工夫」
　　　　～思考力・判断力・表現力を育てる、習得・活用・
　　　　 　探究型の授業づくりの推進～
　　○ 倉吉市立東中学校
　　　　　　　　　　校長　石田　正紀　10万円
　　　「学び合いを大切にし、自ら進んで学ぼうとする生徒の育成」
　　　　～言語活動の充実を目指した授業の創造～
　　○ 北栄町立北条中学校 
　　　　　　　　　　校長　磯江　哲昭　10万円
　　　「新しい教育課程に対応した情報活用・発信能力の育成」
　　　　～デジタル教科書の活用をとおして～
　　○ 米子市立東山中学校
　　　　　　　　　　校長　本池　弘昭　10万円
　　　「確かな学力と豊かな心をもった生徒の育成」
　　　 ～活用する力を育て、学習意欲を高める学習指導の創造～
　　○ 境港市立第二中学校
　　　　　　　　　　校長　松本　敏浩　10万円
　　　「確かな『基礎学力の定着』をめざして」
　　　 ～特別支援教育の視点に立った授業づくりを基礎として～
　　○ 大山町立名和中学校
　　　　　　　　　　校長　船越　延子　10万円
　　　「母校に誇りと愛着を持ち、自己肯定感が高く、心豊か
　　　   で何事にも積極的に取り組む生徒の育成をめざして」
　　○ 岩美高等学校　   教諭　岩田　久志　10万円
　　　「岩美高等学校吹奏楽部Blue  Martin  Jazz  
　　　  Orchestra第29回ジャパン･ステューデント･ジャズ･
　　　  フェスティバル2013（神戸市）への出演」
　　○ 鳥取工業高等学校
　　　　　　　　　　教諭　藤田　正則　10万円
　　　「Ene-1GP  Suzuka（鈴鹿国際レーシングコース）
　 　　参加車両の製作（電池をエネルギーとしてモー
　 　　ターを回し走行タイムを競う大会）
　　○ 米子東高等学校   副校長　小澤　敏正　10万円
　　　「本校と台湾国立陽明高級中学との国際交流
　　　 活動を通して、自国の伝統芸能の大切さと文
　　　 化の多様性を学ぶ」

　　○ 県立米子養護学校   教諭　井上由紀子　10万円
　　　「創作神楽で、特別支援学校と高等学校によるコラボ発表の実現」
　　　　  ～自己存在感の高揚と共生社会の実現のために～

 　②　第二次贈呈校 　＜130万円＞
　　　＜小学校 70万円、中学校 40万円、高校 20万円＞
　　○ 鳥取市立修立小学校 

校長　林　　　学　10万円
　　　「主体的に学習に取り組み、学び合う子どもの育成」
 　      ～どの子も「楽しい」「わかった」を実感できる授業づくり～
　　○ 鳥取市立若葉台小学校 
　　　　　　　　　　校長　山本　正人　10万円
　　　「主体的に学ぶ力の育成」
　　　 ～内発的な意欲をもとに思考力・判断力・表現力を育む授業づくり～
　　○ 鳥取市立逢坂小学校

校長　村上　光重　10万円
　　　｢自分の考えを進んで表現し、共感し、高め合う子どもの育成」
　　　  ～たのしさと充実感を味わえる生活科・総合的な学習～
　　○ 琴浦町立赤碕小学校

校長　藤村実千子　10万円
　　　｢すすんで関わり合い、意欲的に学習に取り組む子どもの育成」
　　　 ～言葉で伝え合い、豊かに表現する子をめざして～
　　○ 米子市立弓ヶ浜小学校

校長　岸信　秀一　10万円
　　　｢ともに考え　ともに学び　ともに育つ　弓っ子」
           ～児童が主体的に学び合い 高めあう学級力の育成～
　　○ 米子市立崎津小学校

校長　権代　雅志　10万円
　　　「分かる・できる・楽しい授業づくり」
　　　 ～学習活動の「見える化」をめざして～
　　○ 伯耆町立岸本小学校

校長　其山　守美　10万円
　　　「発達段階に応じた確かな学力と人間力の育成」
　　　　～学びの基礎づくりと学びの自立に向けた学級・授業づくり～
　　○ 鳥取市立桜ヶ丘中学校

校長　中嶋　　聖　10万円
　　　「「確かな学力」と「自主・自立の精神」を身に
　　　 つけた生徒の育成」
　　○ 鳥取市立福部中学校

校長　濱崎　裕生　10万円
　　　「総合的な学習の時間の探究的な学習を通して、各教科に
　　　　 位置づけた言語活動の実践とその内容や指導方法の検証」
　　○ 湯梨浜町立北溟中学校

校長　鳥山　秀穂　10万円
　　　「思考力・判断力・表現力を育む授業づくり」
   　    ～言語活動を位置づけた学習の工夫をとおして～
　　○ 米子市立淀江中学校

校長　小坂　靖夫　10万円
　　　「自他を大切にし、心豊かに生きていく生徒の育成」
   　    ～人とのかかわり合いを大切にし、思いを伝えあえ
　　　　  る言語活動の充実を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校

校長　野崎　淳介　10万円
　　　「マーチングバンドにおけるカラーガードの効用」
　　○ 鳥取県立米子西高等学校

校長　友松　文嗣　10万円
　　　「書道パフォーマンスによる地域活性化」

二泊三日東北の旅
塚田　安雄

会 員 の 声

　（２）教育団体研究助成　＜282.8万円＞
　　　県小学校長会   10万円
　　　県中学校長会  10万円
　　　県高等学校長協会  10万円
　　　県特別支援学校長会  10万円
　　　県私立中学高等学校長会  10万円
　　　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 10万円
　　　県私立中学高等学校事務長会 10万円
　　　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 10万円  
　　　県学校栄養士協議会 10万円
　　　県教組・高教組 15万円
　　　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　10件　＜87万円＞
　　　○第51回中国・四国地区肢体不自由教育研究協議会 ８万円
　　　○第27回中国地区小学校社会科協議会研究大会 10万円
　　　○第7回全国海外子女教育・国際理解
　　　　教育研究中国ブロック大会 ８万円
　　　○第38回中国・四国地区聾教育研究大会
　　　　鳥取大会 10万円
　　　○第60回中国地区小学校長教育研究大会
　　　　鳥取大会 15万円
　　　○第10回中国地区高等学校総合学科等教育
　　　　研究大会 ８万円
　　　○日教組中国・四国ブロック栄養職員部学習会 ５万円
　　　○中国地区国立大学附属学校連盟 ・
　　　　同PTA連合会総会並びに実践協議会  10万円
　　　○第60回中国地区母と女性教職員の会  ８万円
　　　○第39回日教組中国地区女性部学習会  ５万円
　３　教育出版　＜62.16万円＞
　　⑴教育実践研究論文集第７号の発刊

鳥取支部募集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。　　　  　

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
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　演題「“こどもと向き合う”“親同士つながる”」
　　　　　　 ～特色あるＰＴＡ活動から学ぶこと～
　　　　　　　コーディネーター

山口　一樹　鳥取県ＰＴＡ協議会理事
　　　　　　　パネリスト

井上　洋子　鳥取県ＰＴＡ協議会会長
磯江　正行　北栄町立北条小学校ＰＴＡ会長
福本　健秀　伯耆町立溝口中学校ＰＴＡ会長
澤本　英人　鳥取市立宝木小学校ＰＴＡ会長

　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「加齢医学から考える高校生活の過ごし方」

　　　　　講師　東京大学大学院医学系研究科
　　　　　　　　加齢医学 教授　秋下　雅弘　氏
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 10万円
            研究テーマ「保護者ニーズの集約とその内容について」
            内容・３回の研究会を開催
　　　　　　（障がい種毎に保護者のニーズについて
　　　　　　  情報交換や意見集約）
　　　　　　（各単Ｐ毎の研修に役立てる書籍の購入）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第47回青少年育成県民大会
　　　 ■第35回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気に青少年のステージ
　　　　・湯梨浜町剣道スポーツ少年団
　　　　 ・ミュージカル劇団ゆめ
 　　　■青少年育成団体助成金交付団体の活動発表
　　　　・中学校区ふれあい事業
　　　　　　福生中学校区少年指導委員会
　　　　・夏休み子ども教室　　未来サポート
　　　　・YOUあんどＩ活動　青少年育成福部町地区協議会
　（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　　　＜40万円＞
　　　○ 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 10万円

四　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、135泊、104名、270,000円でした。

＜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91名の加入があり、保険金の支払
いは４件（342,400円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段から落ちて、左肩を脱臼（傷害）
・運動中、転んで、股の付け根を骨折（傷害）
・自宅の庭の段差につまずき、左足首を骨折（傷害）
・坂道を歩いていて転倒、左足首の捻挫（傷害）
・台所で転倒、左大腿骨を骨折（傷害）
・剣道の練習中に面と面がぶつかり、頸椎を損傷（傷害）
　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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青葉城

　今回の旅行案内に、私はすぐ飛びついた。
　その理由は、何よりも震災後の東北地方の姿をこ
の目で確かめたかった。次いで、NHKの大河ドラ
マ「八重の桜」で示された会津藩の人々の不撓不屈
の精神が培われた歴史と風土を探りたい、と思った
からである。そして、旅が始まる直前に、東北楽天
の日本シリーズ優勝が決まり、仙台を中心に優勝ム
ードで活気つくタイミングの良さという幸運にも恵
まれた。
　初日の訪問地は松島。塩釜港から松島港まで高速
遊覧船での島巡りをした。十重二十重に連なる大小
の島々を見ながら、「多くの島々が自然堤防とな
り、津波の高さが３メートル程度にとどまり、押し
寄せる波の速度も緩和され、島の家屋の7割が津波

で流されたが、死者は0人だった」と聞いた。湾に
面した所にある私たちの宿泊ホテルは、１年後には
再開されたとのことだったが、塩釜港の遊覧船乗り
場の周辺の道路は、津波の影響が色濃く残り、かつ
てにぎわっていた市場も、プレハブの長屋に10店舗
が営業している程度。元の状態まで回復するには、
まだまだ多くの資金と時間が必要と感じた。

　２日目は、紅葉真っ只中の磐梯山のバスツアー。
青葉城址の伊達政宗の銅像を拝み、その後磐梯吾妻
スカイラインで浄土平まで上った。浄土平は大山の
頂上と同じ位の高さだ。頂上付近は急坂で、断崖絶
壁を前後左右に見ながら、バスの中ではあったが、
さながら浄土への道をひた走って行く思いがした。
午後は、裏磐梯の五色沼で陽光に照らされた真紅の
紅葉にうっとり。
　その後、会津藩校日新館を訪問した。会津藩の精
神の源はこの日新館で培われたといわれている。江
戸時代全国三百藩校の中でも規模内容とも随一と言
われた「日新館」は、「教育は百年の計にして会津
藩の興隆は人材の養成にあり」とのもとに計画さ
れ、1803年に一大学問の殿堂として完成している。
「八重の桜」で有名になった「ならぬことはなら
ぬ」の教えは、日新館の「什の掟」として７項目に
まとめられ、その第１が、「年長者の言うことに背
いてはなりません」第４が「卑怯な振る舞いをして
はなりません」第５が「弱いものをいじめてはなり
ません」だ。
　時代を超えて人間教育の基本を改めて思い起こさ
れた気持ちになった。
　3日目は、白虎隊で有名な飯盛山から始まった。
墓地は小高い丘にあり、日新館で育った19名のうら
若き戦死者たちが、鶴ヶ城を眼下に見ながら眠って
いた。次に鶴ヶ城を見学した。場内の紅葉は真っ盛

りで、城の風格に文字通り花を添えていた。その
後、「大河ドラマ館」と「野口英世記念館」を訪問
し、帰路に着いた。

　今回の旅は、私にとって期待以上の成果があっ
た。1つは、震災以降東北人の粘り強い精神力で復
興できた部分はあるが、社会的インフラである道路
等は国の力が及んでいない現実を実感できたこと、
2つ目は、東北地方の自然の厳しさと豊かさが東北
人の心を培ってきたこと、3つ目は、日新館の「什
の掟」のごとく「古きを訪ねて新しきを知る」こと
の大切さを知ったことである。
　最後に、このような素晴らしい企画をしてくださ
った旅行委員の方々、共に楽しい旅にしてくださっ
た19名の参加者の皆様に心より感謝し、報告としま
す。
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忘れさせてくれる絶景の連続であった。切り立った渓谷
美の次は、荒涼としたガレ場に噴き出す硫黄の煙…。昼
食時に15分ほどで登れた「吾妻小富士」は1707メート
ル。我が「伯耆富士」は1709メートル。よし勝った、と喜
ぶ私は人間が小さい。清末先生という強い味方もいて、
高山植物を手にとり、自然観察会となる場面もあった。
　3日目は会津若松市。鶴ケ城へ行く途中の通りに「大
熊町双葉町仮設団地」という看板を目にした。原発で故
郷を追われた人たちの一時避難所だ。大河ドラマ「八
重の桜」で賑わう街にも、東北大震災の被害の跡を引
きずっているのを実感した。また、現地ガイド進藤さん
の存在も忘れられない。我々の反応を見ながら、絶妙な
話術で案内・解説をしてくれた。歴史的場面を芝居風
に演じたり、楽しい擬声音を入れたり…いいガイドさん
にめぐり会ったものだ。感謝したい。
　そして添乗員は「富」さんであった。珍しい姓である。
若いがしっかりと我々をサポートしてくれた。なお「お富
さん」を歌った春日八郎は、会津若松市のすぐ隣町の出
身である。何かの縁だろうか。好天、好地、好人、三拍子
そろって素晴らしい旅となった。終始なごやかに、時間
励行で、「チーム鳥取教弘」で行動していただいた皆さ
んに感謝いたします。
　ここに蛇足３題を付して駄文を終えたい。
１．朝ドラ「あまちゃん」の「まめぶ汁」と同じようなもの
が福島県では「こづゆ」（小汁）ということが分った。
３回も食べた。悪いけどあまり口に合わなかった。

２．旅の終着地、郡山でバスを降り、駅構内に入ったと

たんに激しい風雨が襲ってきた。２、３分遅かった
ら全員ずぶぬれになっていただろう。一同顔を見合
わせてその幸運を喜んだ。誰かが何かをモッていた
のだろう。なお、ここで多くの人が念願の「喜多方ラ
ーメン」を食した。美味であった。

３．旅行から帰って11月末に孫の七五三を祝うため米
子から鳥取市の神社に出かけた。本殿の前で突然
大きな声をかける人がいる。なんと一緒に旅行した
A氏であった。彼も同じ目的で神社に来ていたのだ。
そして祈願していただいた宮司さんの奥さんは、一
緒に旅行したB氏の娘さんだと分った。奇遇としか
言いようがない。
　ありがとうございました。また会えることを楽しみ
にしています。

　一言でいえば、最高の旅であった。
　私は老父母を初めてショートステイに預けての参加で
ある。3年前に1週間の予定で韓国旅行に出掛け、3日目
に実母が死去してトンボ帰りした苦い経験があり、やや
不安を抱えての出発であった。しかし10月5日朝、世界遺
産となった富士山の雄姿を機上から眺めることができ
た。冠雪鮮やかな富士の山！　吉兆である。ただこの原
稿依頼を受けていたことだけが、喉に刺さった小骨であ
った。
　さて羽田空港で鳥取組と米子組の合流、総勢19名で
ある。すぐに東北新幹線に乗り、たった1時間50分で仙
台駅到着。楽天イーグルスが巨人を破り日本シリーズを
勝ち取った直後だったが、すぐに最初の目的地塩釜に
向ったので、あまり優勝の余韻が感じられなかったの
は残念であった。

　さあ、ここから芭蕉もびっくりするような壮大な紀行
文を書き始めようとしていた。その時事務局から参考の
ためにと、もうひとりの書き手である小椋氏の原稿が届
いた。
　私も実は、旅行中に折に触れメモを取りつつ作文の
用意をしてきた。しかし私の書かんとしていたことは、そ
の原稿の中で適切に見事にまとめられているではない
か。しまった！軍師黒田官兵衛も言っていたではない
か、「先手必勝」の原則を忘れていた！
　気を取り直して、この旅行を横っちょから振り返って
みることにした。先ず日本三景の松島で伊達家の菩提
寺である国宝「瑞巌寺」を拝観した。みちのくの英雄伊
達政宗の位牌、本殿や庫裏を案内してもらいながら、境
内全体から発する荘厳なたたずまいに浸った。そして注
目したいのはこの寺の名称である。「瑞々しい、めでた

い、巌」と読める。ちなみに私は米子市巌地区に住んで
いる。いいお寺だなあ。しっかり祈願してきたのは言うま
でもない。

　お泊まりは瑞巌寺直下の「センチュリーホテル」。豪勢
であった。
　普段より　十倍磨く　旅の肌　（松尾芭蕉？）
　夜は恒例の親睦会でくつろいだ。60歳から80歳まで
参加者の皆さん一人ひとりの旅の感想やら普段の生活
ぶりをお聞きして、ぐっと親近感が深まるとともに、その
生き方は大いに参考になった。そしてみちのくの日本酒
も美味であった。

　2日目からはバスツアーである。まずは青葉城に登っ
て、「広瀬川　流れる水に・・・」と口ずさみながら仙
台の町並みを一望したあと、バスは一路南下していく。
紅葉の適期こそ過ぎていたが、磐梯山を北から南にくね
くねと巡る壮大な山岳スカイラインは、日ごろの憂さを
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松島にて

白虎隊記念館

鶴ケ城にて

松島

鳥取教弘友の会ー東北３日間の旅ー
副支部長　小椋孝昭
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若いがしっかりと我々をサポートしてくれた。なお「お富
さん」を歌った春日八郎は、会津若松市のすぐ隣町の出
身である。何かの縁だろうか。好天、好地、好人、三拍子
そろって素晴らしい旅となった。終始なごやかに、時間
励行で、「チーム鳥取教弘」で行動していただいた皆さ
んに感謝いたします。
　ここに蛇足３題を付して駄文を終えたい。
１．朝ドラ「あまちゃん」の「まめぶ汁」と同じようなもの
が福島県では「こづゆ」（小汁）ということが分った。
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２．旅の終着地、郡山でバスを降り、駅構内に入ったと

たんに激しい風雨が襲ってきた。２、３分遅かった
ら全員ずぶぬれになっていただろう。一同顔を見合
わせてその幸運を喜んだ。誰かが何かをモッていた
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A氏であった。彼も同じ目的で神社に来ていたのだ。
そして祈願していただいた宮司さんの奥さんは、一
緒に旅行したB氏の娘さんだと分った。奇遇としか
言いようがない。
　ありがとうございました。また会えることを楽しみ
にしています。

　一言でいえば、最高の旅であった。
　私は老父母を初めてショートステイに預けての参加で
ある。3年前に1週間の予定で韓国旅行に出掛け、3日目
に実母が死去してトンボ帰りした苦い経験があり、やや
不安を抱えての出発であった。しかし10月5日朝、世界遺
産となった富士山の雄姿を機上から眺めることができ
た。冠雪鮮やかな富士の山！　吉兆である。ただこの原
稿依頼を受けていたことだけが、喉に刺さった小骨であ
った。
　さて羽田空港で鳥取組と米子組の合流、総勢19名で
ある。すぐに東北新幹線に乗り、たった1時間50分で仙
台駅到着。楽天イーグルスが巨人を破り日本シリーズを
勝ち取った直後だったが、すぐに最初の目的地塩釜に
向ったので、あまり優勝の余韻が感じられなかったの
は残念であった。
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の原稿の中で適切に見事にまとめられているではない
か。しまった！軍師黒田官兵衛も言っていたではない
か、「先手必勝」の原則を忘れていた！
　気を取り直して、この旅行を横っちょから振り返って
みることにした。先ず日本三景の松島で伊達家の菩提
寺である国宝「瑞巌寺」を拝観した。みちのくの英雄伊
達政宗の位牌、本殿や庫裏を案内してもらいながら、境
内全体から発する荘厳なたたずまいに浸った。そして注
目したいのはこの寺の名称である。「瑞々しい、めでた

い、巌」と読める。ちなみに私は米子市巌地区に住んで
いる。いいお寺だなあ。しっかり祈願してきたのは言うま
でもない。

　お泊まりは瑞巌寺直下の「センチュリーホテル」。豪勢
であった。
　普段より　十倍磨く　旅の肌　（松尾芭蕉？）
　夜は恒例の親睦会でくつろいだ。60歳から80歳まで
参加者の皆さん一人ひとりの旅の感想やら普段の生活
ぶりをお聞きして、ぐっと親近感が深まるとともに、その
生き方は大いに参考になった。そしてみちのくの日本酒
も美味であった。

　2日目からはバスツアーである。まずは青葉城に登っ
て、「広瀬川　流れる水に・・・」と口ずさみながら仙
台の町並みを一望したあと、バスは一路南下していく。
紅葉の適期こそ過ぎていたが、磐梯山を北から南にくね
くねと巡る壮大な山岳スカイラインは、日ごろの憂さを
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会 員 の 声

伊達政宗像にて記念撮影

　今回の旅行案内に、私はすぐ飛びついた。
　その理由は、何よりも震災後の東北地方の姿をこ
の目で確かめたかった。次いで、NHKの大河ドラ
マ「八重の桜」で示された会津藩の人々の不撓不屈
の精神が培われた歴史と風土を探りたい、と思った
からである。そして、旅が始まる直前に、東北楽天
の日本シリーズ優勝が決まり、仙台を中心に優勝ム
ードで活気つくタイミングの良さという幸運にも恵
まれた。
　初日の訪問地は松島。塩釜港から松島港まで高速
遊覧船での島巡りをした。十重二十重に連なる大小
の島々を見ながら、「多くの島々が自然堤防とな
り、津波の高さが３メートル程度にとどまり、押し
寄せる波の速度も緩和され、島の家屋の7割が津波

で流されたが、死者は0人だった」と聞いた。湾に
面した所にある私たちの宿泊ホテルは、１年後には
再開されたとのことだったが、塩釜港の遊覧船乗り
場の周辺の道路は、津波の影響が色濃く残り、かつ
てにぎわっていた市場も、プレハブの長屋に10店舗
が営業している程度。元の状態まで回復するには、
まだまだ多くの資金と時間が必要と感じた。

　２日目は、紅葉真っ只中の磐梯山のバスツアー。
青葉城址の伊達政宗の銅像を拝み、その後磐梯吾妻
スカイラインで浄土平まで上った。浄土平は大山の
頂上と同じ位の高さだ。頂上付近は急坂で、断崖絶
壁を前後左右に見ながら、バスの中ではあったが、
さながら浄土への道をひた走って行く思いがした。
午後は、裏磐梯の五色沼で陽光に照らされた真紅の
紅葉にうっとり。
　その後、会津藩校日新館を訪問した。会津藩の精
神の源はこの日新館で培われたといわれている。江
戸時代全国三百藩校の中でも規模内容とも随一と言
われた「日新館」は、「教育は百年の計にして会津
藩の興隆は人材の養成にあり」とのもとに計画さ
れ、1803年に一大学問の殿堂として完成している。
「八重の桜」で有名になった「ならぬことはなら
ぬ」の教えは、日新館の「什の掟」として７項目に
まとめられ、その第１が、「年長者の言うことに背
いてはなりません」第４が「卑怯な振る舞いをして
はなりません」第５が「弱いものをいじめてはなり
ません」だ。
　時代を超えて人間教育の基本を改めて思い起こさ
れた気持ちになった。
　3日目は、白虎隊で有名な飯盛山から始まった。
墓地は小高い丘にあり、日新館で育った19名のうら
若き戦死者たちが、鶴ヶ城を眼下に見ながら眠って
いた。次に鶴ヶ城を見学した。場内の紅葉は真っ盛

りで、城の風格に文字通り花を添えていた。その
後、「大河ドラマ館」と「野口英世記念館」を訪問
し、帰路に着いた。

　今回の旅は、私にとって期待以上の成果があっ
た。1つは、震災以降東北人の粘り強い精神力で復
興できた部分はあるが、社会的インフラである道路
等は国の力が及んでいない現実を実感できたこと、
2つ目は、東北地方の自然の厳しさと豊かさが東北
人の心を培ってきたこと、3つ目は、日新館の「什
の掟」のごとく「古きを訪ねて新しきを知る」こと
の大切さを知ったことである。
　最後に、このような素晴らしい企画をしてくださ
った旅行委員の方々、共に楽しい旅にしてくださっ
た19名の参加者の皆様に心より感謝し、報告としま
す。

松島にて

白虎隊記念館

鶴ケ城にて

松島

鳥取教弘友の会ー東北３日間の旅ー
副支部長　小椋孝昭
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保障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。（保障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、保障期間満了日到来以降ご指定の口座に入金されます。
②保障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」…その保障期間満了手続き等の手順についてお知らせします

11

保障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）提携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2014年７月1日現在の内容です。

65歳保障期間満了時に
保険はどうなるの？

●●●
●●●●●●●●●●●●●●●教弘保
険の保障期間満了をお迎えの方へ

記載の内容は平成26年7月1日現在の概要を示しております。詳しくは共済事業（提携保険事業）

提携会社 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」をご覧ください。

10
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¡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26年度運営委員会報告

¡第16期役員（26年度用）

《26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 

☆米　田　克　彦
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26年度事業計画2

1 平成25年度　事業報告及び会計決算報告

鳥取教弘友の会役員
（第16期　平成26年度～27年度）

◆役　　員（19名）　☆新役員

……P1

……P2

…P2～5

…P6～8

……P9～10

……P11

……P11

平成26年度

(1) 事業報告
① 平成25年度　総会の出席状況

②「友の会」会報の発行（24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～7日　東北2泊3日の旅　参加者は19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、加持谷典範監査の監査報告で、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 29日（月）　場所 白兎会館
　　※ 中部地区 9 月30日（火）　場所 倉吉シティホテル
　　※ 西部地区  9 月 24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25年度教育振興事業の様子／平成25年度友の会親睦旅行記
③「教弘手帳」配布（希望者）　　　
④ 研修旅行
　※今年度も、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。

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

※1拍目の補助金を増額しました。

日　時：平成２6年５月２日（金）１１時より
場　所：セントパレス倉吉　

早春の花回廊

東　部 中　部 西　部 県　外 合　計
618人
  44人
7.1%  （7.1）

250人
  23人
9.2%（11.8）

394人
 33人
8.4%（8.5）

23人
  1人
4.3%  （0.0）

1,285人
   101人
7.8%  （8.3）

会 員 数
出席者数
出席率(24年度)

指定宿泊施設
1泊目
2泊目

3,000円
2,000円

3,000円
2,000円

泊　数利用施設 会　員 家　族


