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1 平成27年度　事業報告及び会計決算報告

鳥取教弘友の会役員
（第17期　平成28年度～29年度）

◆役　　員（19名）
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…P3～6
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……P11～12

……P13

……P13

平成28年度

(1) 事業報告
① 平成27年度　総会の出席状況

②「友の会」会報の発行（26号）……７月
③「教弘手帳」の配布（希望者）……11月
④ 研修旅行  10月 25日～27日　長崎、五島２泊３日の旅、22名の参加

(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10月 3日（月）　場所 ホテルモナーク鳥取
　　※ 中部地区10月 7日（金）　場所 倉吉シティホテル
　　※ 西部地区10月 5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27年度教育振興事業の様子／平成27年度友の会研修旅行記
③「教弘手帳」配布（希望者）　　　
④ 研修旅行
　※今年度も、研修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、右記の表のとおり補助する。
　◎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
日　時：平成２8年５月2日（金）１１時より
場　所：セントパレス倉吉　

鳥取市国府町　雨滝

東　部 中　部 西　部 県　外 合　計
635人
 39人
6.1%  （5.9）

265人
  35人
13.2%（9.3）

397人
  33人
8.3%（8.8）

19人
  0人
0.0%  （0.0）

1,316人
    107人
8.1%  （7.4）

会 員 数
出席者数
出席率(26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　数宿泊施設 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

大なるご理解とご支援をいただき深く感謝申し上げます｡

　平成27年度も、教弘保険の普及拡大について、年間をとおし

て多くの教職員に加入をしていただきました。

　以下の表は、過去10年間の教弘保険加入者の推移です。

教弘保険の普及拡大と
教育振興事業の発展のために

　特に、近年、加入者が増え加入率が高くなってきているのは、学校説明会や職

場説明会の開催により教弘保険と教育振興事業の関連を理解していただき加入を

していただいた結果であります。

　そして、教育振興事業の事業の資金は、教弘保険から生まれる収入（契約者配

当金）を充てていますが、おかげさまで、平成27年度も多くの事業に取り組むこ

とができました。

　奨学事業については、貸与奨学金は、当初、予算上28名程度を予定していまし

たが、希望者が多く、本部に資金の追加をしてもらい42名の大学生等に3,675万円

（会計は本部扱い）を貸与しました。給付奨学金は、39校55名の高校生に780万円

を給付しました。

　教育研究助成事業では、教育実践研究論文に約85万円、学校教育研究に280万円、

教育団体研究に285.8万円、県内で開かれた教育研究大会に80万円を助成しました。

　教育文化事業では、PTA等の団体の活動に63.2万円、中高生の文化活動に20万

円、児童生徒のスポーツ活動に40万円を助成しました。

　これらの事業は、多くの方々から感謝の言葉をいただきました。

　会員のための福祉事業では、平成26年度創立60周年を記念して増額した指定施

設宿泊補助に98.7万円、健康検診費用補助に331万円を助成し、多くの皆さんに活

用していただきました。そして、教弘保険継続の節目には記念品を贈呈しました。

　損害保険事業では、退職者及び会員の家族を対象としたフルガードが、81歳の

年齢制限のためやむなく減少してしまいました。しかし、現職の教職員を対象に

したまなびやスーパープランと自動車保険の加入は、わずかではありますが伸び

ているところです。

　平成27年度も鳥取県教育の振興に寄与すること及び会員の福祉向上のために多

くの事業を推進することができました。

　このように、教弘保険から生まれる収入（契約者配当金）を教育振興事業に充

てるというシステムが評価されて、日教弘は公益財団法人に認定されたわけです。

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誇りを

持ちたいと思います。

　最後に、鳥取教弘友の会の現状ですが、平成28年度現在の会員数は、東部665名、

中部272名、西部423名、県外26名、合計1,386名となっています。

　平成28年度の事業として、三地区総会の開催、会報の発行、教弘手帳の配布（希

望者）、研修旅行を計画しています。特に、三地区で開催します総会は、年に１回

の同窓会ともいえる楽しい会ですので、ぜひ皆さんで声を掛け合って、多くの皆

さんに参加していただきたいと思います。

　よろしくお願いいたします。

年度 加入人数 加入率 増　減（前年比）

18
年

区　分 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下
加入者 4,868 3,712 75.8％ 57.8％ +8 +64
教職員数 6,423（ー99） 全国５位 全国６位

19
年

区　分 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下
加入者 4,854 3,709 76.1％ 58.2％ ー14 ー3
教職員数 6,378（ー45） 全国５位 全国７位

20
年

区　分 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下
加入者 4,824 3,668 76.8％ 58.4％ ー30 ー41
教職員数 6,282（ー96） 全国５位 全国７位

21
年

区　分 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下
加入者 4,825 3,695 77.6％ 59.4％ +1 +27
教職員数 6,216（ー66） 全国５位 全国７位

22
年

区　分 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下
加入者 4,877 3,744 79.8％ 61.2％ +52 +49
教職員数 6,110（ー106） 全国５位 全国６位

23
年

区　分 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下
加入者 4,883 3,752 79.7％ 61.2％ +6 +8
教職員数 6,121（+11） 全国５位 全国７位

24
年

区　分 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下
加入者 4,904 3,807 80.6％ 62.5％ +21 +55
教職員数 6,084（ー37） 全国６位 全国６位

25
年

区　分 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下
加入者 4,975 3,865 81.2％ 63.1％ +71 +58
教職員数 6,120（+36） 全国６位 全国６位

26
年

区　分 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下
加入者 4,987 3,874 81.8％ 63.6％ +12 +6
教職員数 6,091（ー29） 全国６位 全国６位

27
年

区　分 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下
加入者 5,089 3,942 83.4％ 64.6％ +102 +68
教職員数 6,095（+4） 全国３位 全国３位
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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　28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　  42名　　3,675万円

　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国・県
　　　　立学校33校及び私立高校６校の計39校
　　　・募集人員　39名　
    　　・給付者（20万円給付）23校 23名

　　　　　　　 （10万円給付）16校 32名　
　

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成27年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　＜851,370円＞
　 ①学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　 10万円　（１件）
　　○ 伯耆町立岸本中学校 校長　箕浦　昭彦
　　　「学校教育目標実現に向けた取り組み」
　　　 ～道徳教育と他の教育活動をリンクさせて～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 校長　田村　　穣
　　　「学校評価を活用した学校づくり」
　　　～PDCAによる組織力強化の試み～
　　○ 日南町立日南小学校 校長　中島　昭生
　　　「21世紀型スキルを身につけた児童の育成」
　　　 ～地域素材を活用した「ふるさと学習」の推進を通して～
　　○ 米子市立淀江小学校 校長　安達　義昭

平成27年度
教育振興事業の取り組み

平成27年度
教育振興事業の取り組み

鳥取教弘友の会　研修旅行

金沢と能登半島・世界遺産五箇山
をめぐる２泊３日の旅

鳥取・米子から新大阪へ　そしてサンダーバードにて金沢へ
　（千里浜なぎさドライブウェイ、能登金剛、白米千枚田）
　輪島のホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）
輪島朝市、輪島塗工房から七尾へ
　世界遺産五箇山合掌づくり集落　そして金沢21世紀美術館
　金沢市内のホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）

旅行代金未定（検討中）
旅行委員会メンバー　〔米田克彦（東部）　小谷悠一郞（中部）　押村克彦（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
）

10/26（水）

10/27（木）

近江町市場、ひがし茶屋街散策、兼六園
　金沢から新大阪へ
　新大阪から在来線にて鳥取・米子へ

10/28（金）

　　　「子どもと共につくる学校生活　子どもが育
　　　  つ学級づくり」
　 　 　～学級会（話し合い活動）の思考に役立つ
　　　　  「可視化・操作化・構造化」の実践を通して～
　　○ 米子市立就将小学校 校長　田中　由美
　　　「小学校国語科における対話を取り入れた授
　　　 業モデルに関する一考察」
　　○ 八頭町立郡家西小学校 校長　加藤　邦雄
　　　「数学的な表現力を高める指導の工夫」
　　　 ～子どもの思考をつなげる手立て～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（５件）
　　○ 日吉津村立日吉津小学校 校長　金田　和寿
　　　「質の高い学び合いのある授業の創造」
　　　 ～算数科のジャンプのある課題実践を通して～
　　○ 日野町立黒坂小学校 校長　神庭　賢一
　　　「地域の自然を愛し、積極的に自然に関わろう
　　　 とする児童の育成」
　　　 ～科学する場の開発と場作り、科学する子ども
　　　　 を育てる授業実践を通して～
　　○ 倉吉市立上小鴨小学校 校長　吉岡　裕子
　　　「共に学び、共に高まろうとする児童の育成」
　　　 ～言語活動を通して、思考力・表現力を育てる
　　　　  算数学習～
　　○ 南部町立南部中学校 校長　伊藤　静也
　　　「『自律』と『共生』のできる生徒の育成をめざして」
　　　 ～協同の理念が協働を生んだ～
　　○ 鳥取市立稲葉山小学校 校長　倉本　一弘
　　　「豊かにつながり合い、学び合い、高め合う子ど
　　　 もの育成」
　　　 ～言葉を通して豊かにつながる国語科学習～
　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　  　10万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取工業高等学校 教諭　桒原　　崇
         「知識基盤社会を生き抜く力をもつ生徒の育成
　　　 を考えた授業実践」
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（３件）
　　○ 伯耆町立岸本小学校 教諭　奥田　律夫
         ｢発達障害のある児童への指導と支援」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 教諭　奥定　克拓
         ｢『伝え合い学び合う』授業の創造を目指して」
          ～「世界一美しいぼくの村」の実践を通して～
　　○ 倉吉市立西中学校 教諭　岸田なごみ
         ｢学級経営における班の活用法について」

　【奨 励 賞】　　　　２万円　（３件）
　　○ 八頭町立八頭中学校 教諭　仲谷　洋一
         ｢地域に根ざし地域に生きる生徒の育成を目指して」
         ～中学校の特別支援学級の生活単元学習を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校
　　　　　　　　　教諭　安宅　和子・小山　元司
         ｢生徒の心に寄り添い、学習活動への動機づけ
　　　 を高める授業づくりのあり方」

　　　　   ～病弱特別支援学校高等部における心を育
　　　　 てる授業実践からの提案～
　　○ 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 
 教諭　戸國　義樹
         ｢自尊感情の伸長と人格完成への取り組み」
　　　　   ～手話パフォーマンス甲子園参加の取り組み
　　　　 等を通じて～

 （２）第21回　公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
　◇学校部門（奨励賞）
　　○ 八頭町立八東小学校 校長　安住　順一
　　　｢自らの学びを　実感する学習の創造」
　　　 ～体育科を中心として　主体的に学び合う
　　　　 子どもをめざして～
　　○ 倉吉市立河北中学校 校長　八田　　学
　　　｢集団とのかかわりを通して、自ら考える生徒を
　　　  育てる」
　　　 ～河北中学校の１年間を通して、めざす授業の
　　　　  形『河北の学び』をつくる～
　◇個人部門（奨励賞）
　　○ 鳥取市立東中学校 教諭　神波　　徹
　　　｢知的好奇心を引き出し、学ぶ喜びが実感できる
　　　  授業づくり」
　　　 ～コース別少人数指導を活かした数学的問題
　　　　  解決学習の実践を通して～

（３）第32回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金の推薦
　◇学校研究（採択）
　　○ 米子市立福米東小学校 校長　浦林　　実
　　　「豊かな心と確かな学力をもつたくましい子どもの育成」
　　　 ～道徳の時間を要として、広がれ はあとふる東っ子～
　◇個人研究（採択）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 教諭　吉田　陽子
　　　｢英語授業におけるＩＣＴの活用」

　２ 教育研究助成
 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①贈呈校         ＜28校…280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞

　　【小学校】助成校数16校
　　○ 鳥取市立倉田小学校 校長　西墻　雅江
　　　｢学びの自立と協働をめざして」
　　○ 鳥取市立湖山小学校 校長　福田　悦育
　　　｢共に学びやさしくたくましい湖山っ子の育成」
　　○ 鳥取市立湖南学園小学校 校長　片山　敬子
　　　｢９年間の学びの連続性を活かした英語教育の
　　　 推進」
　　○ 鳥取市立鹿野小学校 校長　西垣　和子
　　　｢魅力ある単元づくりを通して、みんながつなが
　　　  り最後までたくましく学ぶ鹿野っ子の育成」
　　○ 岩美町立岩美南小学校 校長　濵津　良輔

　　　｢しっかり聞き、じっくり考え、自信を持って
　　　  伝える子どもの育成」
　　○ 八頭町立船岡小学校 校長　村山　洋子
　　　｢力強く未来を拓く子ども」
　　○ 八頭町立安部小学校 校長　上島　逸子
　　　｢豊かに心を育み、自ら学び考える子どもの育成」
　　○ 倉吉市立上灘小学校 校長　北村　秀徳
　　　｢子ども同士が認め合い、支え合いながら、よ
　　　 りよい学校生活を築こうとする学級づくり・
　　　 集団活動の工夫」
　　○ 倉吉市立小鴨小学校 校長　新川　裕二
　　　｢学びに活力　子どもに笑顔のある授業づくり」
　　○ 倉吉市立上北条小学校 校長　山根　弘二
　　　｢感謝の気持ちを大切にして、進んで課題を見
　　　 いだし、解決しようとする児童の育成」
　　○ 米子市立明道小学校 校長　福村　隆司
　　　｢アクティブラーニングをめざした授業改善」
　　○ 米子市立河崎小学校 校長　田中　豊昭 
　　　｢伝え合い　認め合い　高め合う河崎の子」
　　○ 米子市立成実小学校 校長　中尾　　真
　　　｢自ら考え、学び合う　なるみっ子の育成」
　　○ 境港市立境小学校 校長　松田　寛彦
　　　｢よりよく問題を解決する力を育てる生活科・
　　　  総合的な学習の時間」
　　○ 伯耆町立八郷小学校 校長　池山　圭吾
　　　｢個に応じた確かな学力の定着と人間関係力の育成」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 校長　小澤　敦彦
　　　｢生き生きと学び合い、高め合う児童の育成」

　　【中学校】助成校数８校
　　○ 鳥取市立南中学校 校長　小椋　幸人
　　　｢「生きる」・「いのち」「バイマーヤンジンさんの思い」」
　　○ 鳥取市立河原中学校 校長　田中　祐二
　　　｢生徒が主体となる授業の創造」
　　○ 鳥取市立気高中学校 校長　山本　博美
　　　｢自ら考え、豊かに表現する生徒の育成」
　　○ 倉吉市立西中学校 校長　加藤　晋彦
　　　｢『言語活動の充実』の一環として、NIE（教育
　　　 に新聞を）教育の推進を図る」
　　○ 琴浦町立東伯中学校 校長　中尾　昭二
　　　｢魅力ある学校図書館運営の工夫」
　　○ 米子市立弓ヶ浜中学校 校長　黒安　達彦
　　　｢語り合い、学びあい、支え合いながら仲間と
　　　 ともに高め合う生徒の育成」
　　○ 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 
 校長　足立　祥一
　　　｢自他を大切にし、互いに関わり合い、学び合う
　　　  生徒の育成」
　　○ 境港市立第三中学校 校長　渡邉　憲二
　　　｢繋がり、支え、高め学び合う生徒の育成」

　　【県立学校】助成校数　〔４校〕

　　○ 鳥取湖陵高等学校 校長　谷　　輝久
　　　｢ダンス部「第８回日本高校ダンス部選手権スーパーカップ
　　　　DANCE STADIUM　近畿・中国・四国地区予選大会
　　　  （神戸市）」（文部科学省後援・高体連後援）への出場」
　　○ 智頭農林高等学校 教諭　小林　　徹
　　　｢タブレット端末の活用による「学び直し」の
　　　 充実に向けた学校独自問題の作成と搭載」
　　○ 米子西高等学校 教諭　山口　明美
　　　｢芸術科コラボレーション授業における美術・
　　　 書道の協同学習」
　　○ 米子工業高等学校 教諭　南家由紀久
　　　｢少年少女ロボットセミナー in 米子2015」に
　　　 おける小中高大連携」

 　（２）教育団体研究助成　＜285.8万円＞
　　　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
　　　県私立中学高等学校教頭会  5万円  
　　　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   110.8万円

　（３）教育研究大会助成　＜80万円＞
　　　○第19回中国地区小学校理科教育研究大会鳥取大会並びに
　　　　　第18回鳥取県小学校理科教育研究大会　　　 10万円
　　　○第65回全国公立小・中学校女性校長会全国
　　　　研究協議大会鳥取大会 15万円
　　　○平成27年度中国５県高等学校農業教育研究大会
         　　 第62回全国高等学校農場協会中国支部大会 10万円
　　　○第56回（平成27年度）中国地区高等学校定時
　　　　制通信制教育振興会大会  8万円
　　　○第53回中国・四国地区中学校技術・家庭科
　　　　研究大会 15万円
　　　○第51回中国地方放送教育研究大会
　　　　＜鳥取（米子）大会＞ 12万円
　　　○中国教育オーディオロジー研究協議会
　　　　第12回夏季研修会 10万円

　３　教育出版　
　　⑴教育実践研究論文集第９号の発刊

＜889,920円＞

☆ＮＨＫの朝ドラで盛り上がった能登・輪島の伝統文化と自然に触れる
　（千里浜なぎさ、能登金剛、白米千枚田）（輪島朝市、輪島塗工房）
☆世界遺産五箇山合掌づくり集落
☆北陸新幹線開通で賑わう金沢をめぐる（金沢２１世紀美術館、近江町市場、ひがし茶屋街、兼六園）

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　＜63.2万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会  30万円
 　　　　基調講演
　　　　　　「ふるさとの体験と育ち」
　　　　　　　講　師　土井　康作
　　　　　　　　　　　  　  （鳥取大学地域学部地域教育学科教授）
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　　「地域コミュニティ（ふるさと）とPTA」
　　　　　　　コーディネーター
　　　　　　　　山代　　豊
　　　　　　　　　鳥取県ＰＴＡ協議会　会長
　　　　　　　パネリスト
　　　　　　　　福壽みどり
　　　　　　　　　平成28年度開校予定の福部未来学園PTA
　　　　　　　　前田　良二
　　　　　　　　　琴浦町立船上小学校PTA前会長
　　　　　　　　岩田　リカ
　　　　　　　　　南部町立南部中学校ＰＴＡ副会長
　　　　　　　　福田　範史
　　　　　　　　　鳥取県教育委員会 小中学校課 課長補佐
　　　　　　　　大呂　延幸
　　　　　　　　　鳥取県PTA協議会ブロック理事
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「高校生が直面しているネット社会の現実を正しく知り
　　　　　　　　　　子供の将来のために“今できること”を考えよう！」
　　　　　講師　尾花　紀子
　　　　　　　　　（ネット教育アナリスト 安心ネットづくり
　　　　　　　　　促進協議会 普及啓発副委員長）
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 3.2万円
            研究テーマ「聴覚障がいの正しい理解と手話について」
            内容・ミニ手話講座の実施
　　　　　（聴覚障がいのある方との接し方）
　　　　　（基本的な会話に必要な手話の練習）
　　　　　（障がい種による違い、圏域による違い等の調整と集約）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第48回青少年育成県民大会
　　　 ■第37回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気な青少年のステージ
　　　　・鳥取市立倉田小学校　デコクラブ
　　　　　円通寺人形芝居保存会「演目　平井権八」
 　　　■講演　「子どもに伝えるために、大人に知って
　　　　　　　　ほしいこと」
　　　　　　～三つの権利侵害とペアレンタルコントロールの大切さ～

　　　　　講師　長谷川陽子（情報教育アナリスト）
　（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、333泊、264名、987,000円でした。
　ご利用方法は以下のとおりです。

（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94名の加入者が有り、保険金の支
払いは３件（44,572円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段を上がっていた時、バランスを崩し踏み外して、
落下した。（傷害）継続中
・自宅前の道が凍結していたので、滑って転んで後
頭部を強打した。（傷害）
・鮎釣りをしていて、仕掛けを交換の為、竿を収める
時に竿が折れた。（携行品）
・カメラを誤って落としてしまい、故障した。（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 鳥取教弘 0857-26-5334）

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　28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　  42名　　3,675万円

　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国・県
　　　　立学校33校及び私立高校６校の計39校
　　　・募集人員　39名　
    　　・給付者（20万円給付）23校 23名

　　　　　　　 （10万円給付）16校 32名　
　

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成27年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　＜851,370円＞
　 ①学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　 10万円　（１件）
　　○ 伯耆町立岸本中学校 校長　箕浦　昭彦
　　　「学校教育目標実現に向けた取り組み」
　　　 ～道徳教育と他の教育活動をリンクさせて～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 校長　田村　　穣
　　　「学校評価を活用した学校づくり」
　　　～PDCAによる組織力強化の試み～
　　○ 日南町立日南小学校 校長　中島　昭生
　　　「21世紀型スキルを身につけた児童の育成」
　　　 ～地域素材を活用した「ふるさと学習」の推進を通して～
　　○ 米子市立淀江小学校 校長　安達　義昭

平成27年度
教育振興事業の取り組み

平成27年度
教育振興事業の取り組み

鳥取教弘友の会　研修旅行

金沢と能登半島・世界遺産五箇山
をめぐる２泊３日の旅

鳥取・米子から新大阪へ　そしてサンダーバードにて金沢へ
　（千里浜なぎさドライブウェイ、能登金剛、白米千枚田）
　輪島のホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）
輪島朝市、輪島塗工房から七尾へ
　世界遺産五箇山合掌づくり集落　そして金沢21世紀美術館
　金沢市内のホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）

旅行代金未定（検討中）
旅行委員会メンバー　〔米田克彦（東部）　小谷悠一郞（中部）　押村克彦（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
）

10/26（水）

10/27（木）

近江町市場、ひがし茶屋街散策、兼六園
　金沢から新大阪へ
　新大阪から在来線にて鳥取・米子へ

10/28（金）

　　　「子どもと共につくる学校生活　子どもが育
　　　  つ学級づくり」
　 　 　～学級会（話し合い活動）の思考に役立つ
　　　　  「可視化・操作化・構造化」の実践を通して～
　　○ 米子市立就将小学校 校長　田中　由美
　　　「小学校国語科における対話を取り入れた授
　　　 業モデルに関する一考察」
　　○ 八頭町立郡家西小学校 校長　加藤　邦雄
　　　「数学的な表現力を高める指導の工夫」
　　　 ～子どもの思考をつなげる手立て～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（５件）
　　○ 日吉津村立日吉津小学校 校長　金田　和寿
　　　「質の高い学び合いのある授業の創造」
　　　 ～算数科のジャンプのある課題実践を通して～
　　○ 日野町立黒坂小学校 校長　神庭　賢一
　　　「地域の自然を愛し、積極的に自然に関わろう
　　　 とする児童の育成」
　　　 ～科学する場の開発と場作り、科学する子ども
　　　　 を育てる授業実践を通して～
　　○ 倉吉市立上小鴨小学校 校長　吉岡　裕子
　　　「共に学び、共に高まろうとする児童の育成」
　　　 ～言語活動を通して、思考力・表現力を育てる
　　　　  算数学習～
　　○ 南部町立南部中学校 校長　伊藤　静也
　　　「『自律』と『共生』のできる生徒の育成をめざして」
　　　 ～協同の理念が協働を生んだ～
　　○ 鳥取市立稲葉山小学校 校長　倉本　一弘
　　　「豊かにつながり合い、学び合い、高め合う子ど
　　　 もの育成」
　　　 ～言葉を通して豊かにつながる国語科学習～
　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　  　10万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取工業高等学校 教諭　桒原　　崇
         「知識基盤社会を生き抜く力をもつ生徒の育成
　　　 を考えた授業実践」
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（３件）
　　○ 伯耆町立岸本小学校 教諭　奥田　律夫
         ｢発達障害のある児童への指導と支援」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 教諭　奥定　克拓
         ｢『伝え合い学び合う』授業の創造を目指して」
          ～「世界一美しいぼくの村」の実践を通して～
　　○ 倉吉市立西中学校 教諭　岸田なごみ
         ｢学級経営における班の活用法について」

　【奨 励 賞】　　　　２万円　（３件）
　　○ 八頭町立八頭中学校 教諭　仲谷　洋一
         ｢地域に根ざし地域に生きる生徒の育成を目指して」
         ～中学校の特別支援学級の生活単元学習を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校
　　　　　　　　　教諭　安宅　和子・小山　元司
         ｢生徒の心に寄り添い、学習活動への動機づけ
　　　 を高める授業づくりのあり方」

　　　　   ～病弱特別支援学校高等部における心を育
　　　　 てる授業実践からの提案～
　　○ 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 
 教諭　戸國　義樹
         ｢自尊感情の伸長と人格完成への取り組み」
　　　　   ～手話パフォーマンス甲子園参加の取り組み
　　　　 等を通じて～

 （２）第21回　公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
　◇学校部門（奨励賞）
　　○ 八頭町立八東小学校 校長　安住　順一
　　　｢自らの学びを　実感する学習の創造」
　　　 ～体育科を中心として　主体的に学び合う
　　　　 子どもをめざして～
　　○ 倉吉市立河北中学校 校長　八田　　学
　　　｢集団とのかかわりを通して、自ら考える生徒を
　　　  育てる」
　　　 ～河北中学校の１年間を通して、めざす授業の
　　　　  形『河北の学び』をつくる～
　◇個人部門（奨励賞）
　　○ 鳥取市立東中学校 教諭　神波　　徹
　　　｢知的好奇心を引き出し、学ぶ喜びが実感できる
　　　  授業づくり」
　　　 ～コース別少人数指導を活かした数学的問題
　　　　  解決学習の実践を通して～

（３）第32回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金の推薦
　◇学校研究（採択）
　　○ 米子市立福米東小学校 校長　浦林　　実
　　　「豊かな心と確かな学力をもつたくましい子どもの育成」
　　　 ～道徳の時間を要として、広がれ はあとふる東っ子～
　◇個人研究（採択）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 教諭　吉田　陽子
　　　｢英語授業におけるＩＣＴの活用」

　２ 教育研究助成
 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①贈呈校         ＜28校…280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞

　　【小学校】助成校数16校
　　○ 鳥取市立倉田小学校 校長　西墻　雅江
　　　｢学びの自立と協働をめざして」
　　○ 鳥取市立湖山小学校 校長　福田　悦育
　　　｢共に学びやさしくたくましい湖山っ子の育成」
　　○ 鳥取市立湖南学園小学校 校長　片山　敬子
　　　｢９年間の学びの連続性を活かした英語教育の
　　　 推進」
　　○ 鳥取市立鹿野小学校 校長　西垣　和子
　　　｢魅力ある単元づくりを通して、みんながつなが
　　　  り最後までたくましく学ぶ鹿野っ子の育成」
　　○ 岩美町立岩美南小学校 校長　濵津　良輔

　　　｢しっかり聞き、じっくり考え、自信を持って
　　　  伝える子どもの育成」
　　○ 八頭町立船岡小学校 校長　村山　洋子
　　　｢力強く未来を拓く子ども」
　　○ 八頭町立安部小学校 校長　上島　逸子
　　　｢豊かに心を育み、自ら学び考える子どもの育成」
　　○ 倉吉市立上灘小学校 校長　北村　秀徳
　　　｢子ども同士が認め合い、支え合いながら、よ
　　　 りよい学校生活を築こうとする学級づくり・
　　　 集団活動の工夫」
　　○ 倉吉市立小鴨小学校 校長　新川　裕二
　　　｢学びに活力　子どもに笑顔のある授業づくり」
　　○ 倉吉市立上北条小学校 校長　山根　弘二
　　　｢感謝の気持ちを大切にして、進んで課題を見
　　　 いだし、解決しようとする児童の育成」
　　○ 米子市立明道小学校 校長　福村　隆司
　　　｢アクティブラーニングをめざした授業改善」
　　○ 米子市立河崎小学校 校長　田中　豊昭 
　　　｢伝え合い　認め合い　高め合う河崎の子」
　　○ 米子市立成実小学校 校長　中尾　　真
　　　｢自ら考え、学び合う　なるみっ子の育成」
　　○ 境港市立境小学校 校長　松田　寛彦
　　　｢よりよく問題を解決する力を育てる生活科・
　　　  総合的な学習の時間」
　　○ 伯耆町立八郷小学校 校長　池山　圭吾
　　　｢個に応じた確かな学力の定着と人間関係力の育成」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 校長　小澤　敦彦
　　　｢生き生きと学び合い、高め合う児童の育成」

　　【中学校】助成校数８校
　　○ 鳥取市立南中学校 校長　小椋　幸人
　　　｢「生きる」・「いのち」「バイマーヤンジンさんの思い」」
　　○ 鳥取市立河原中学校 校長　田中　祐二
　　　｢生徒が主体となる授業の創造」
　　○ 鳥取市立気高中学校 校長　山本　博美
　　　｢自ら考え、豊かに表現する生徒の育成」
　　○ 倉吉市立西中学校 校長　加藤　晋彦
　　　｢『言語活動の充実』の一環として、NIE（教育
　　　 に新聞を）教育の推進を図る」
　　○ 琴浦町立東伯中学校 校長　中尾　昭二
　　　｢魅力ある学校図書館運営の工夫」
　　○ 米子市立弓ヶ浜中学校 校長　黒安　達彦
　　　｢語り合い、学びあい、支え合いながら仲間と
　　　 ともに高め合う生徒の育成」
　　○ 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 
 校長　足立　祥一
　　　｢自他を大切にし、互いに関わり合い、学び合う
　　　  生徒の育成」
　　○ 境港市立第三中学校 校長　渡邉　憲二
　　　｢繋がり、支え、高め学び合う生徒の育成」

　　【県立学校】助成校数　〔４校〕

　　○ 鳥取湖陵高等学校 校長　谷　　輝久
　　　｢ダンス部「第８回日本高校ダンス部選手権スーパーカップ
　　　　DANCE STADIUM　近畿・中国・四国地区予選大会
　　　  （神戸市）」（文部科学省後援・高体連後援）への出場」
　　○ 智頭農林高等学校 教諭　小林　　徹
　　　｢タブレット端末の活用による「学び直し」の
　　　 充実に向けた学校独自問題の作成と搭載」
　　○ 米子西高等学校 教諭　山口　明美
　　　｢芸術科コラボレーション授業における美術・
　　　 書道の協同学習」
　　○ 米子工業高等学校 教諭　南家由紀久
　　　｢少年少女ロボットセミナー in 米子2015」に
　　　 おける小中高大連携」

 　（２）教育団体研究助成　＜285.8万円＞
　　　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
　　　県私立中学高等学校教頭会  5万円  
　　　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   110.8万円

　（３）教育研究大会助成　＜80万円＞
　　　○第19回中国地区小学校理科教育研究大会鳥取大会並びに
　　　　　第18回鳥取県小学校理科教育研究大会　　　 10万円
　　　○第65回全国公立小・中学校女性校長会全国
　　　　研究協議大会鳥取大会 15万円
　　　○平成27年度中国５県高等学校農業教育研究大会
         　　 第62回全国高等学校農場協会中国支部大会 10万円
　　　○第56回（平成27年度）中国地区高等学校定時
　　　　制通信制教育振興会大会  8万円
　　　○第53回中国・四国地区中学校技術・家庭科
　　　　研究大会 15万円
　　　○第51回中国地方放送教育研究大会
　　　　＜鳥取（米子）大会＞ 12万円
　　　○中国教育オーディオロジー研究協議会
　　　　第12回夏季研修会 10万円

　３　教育出版　
　　⑴教育実践研究論文集第９号の発刊

＜889,920円＞

☆ＮＨＫの朝ドラで盛り上がった能登・輪島の伝統文化と自然に触れる
　（千里浜なぎさ、能登金剛、白米千枚田）（輪島朝市、輪島塗工房）
☆世界遺産五箇山合掌づくり集落
☆北陸新幹線開通で賑わう金沢をめぐる（金沢２１世紀美術館、近江町市場、ひがし茶屋街、兼六園）

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　＜63.2万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会  30万円
 　　　　基調講演
　　　　　　「ふるさとの体験と育ち」
　　　　　　　講　師　土井　康作
　　　　　　　　　　　  　  （鳥取大学地域学部地域教育学科教授）
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　　「地域コミュニティ（ふるさと）とPTA」
　　　　　　　コーディネーター
　　　　　　　　山代　　豊
　　　　　　　　　鳥取県ＰＴＡ協議会　会長
　　　　　　　パネリスト
　　　　　　　　福壽みどり
　　　　　　　　　平成28年度開校予定の福部未来学園PTA
　　　　　　　　前田　良二
　　　　　　　　　琴浦町立船上小学校PTA前会長
　　　　　　　　岩田　リカ
　　　　　　　　　南部町立南部中学校ＰＴＡ副会長
　　　　　　　　福田　範史
　　　　　　　　　鳥取県教育委員会 小中学校課 課長補佐
　　　　　　　　大呂　延幸
　　　　　　　　　鳥取県PTA協議会ブロック理事
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「高校生が直面しているネット社会の現実を正しく知り
　　　　　　　　　　子供の将来のために“今できること”を考えよう！」
　　　　　講師　尾花　紀子
　　　　　　　　　（ネット教育アナリスト 安心ネットづくり
　　　　　　　　　促進協議会 普及啓発副委員長）
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 3.2万円
            研究テーマ「聴覚障がいの正しい理解と手話について」
            内容・ミニ手話講座の実施
　　　　　（聴覚障がいのある方との接し方）
　　　　　（基本的な会話に必要な手話の練習）
　　　　　（障がい種による違い、圏域による違い等の調整と集約）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第48回青少年育成県民大会
　　　 ■第37回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気な青少年のステージ
　　　　・鳥取市立倉田小学校　デコクラブ
　　　　　円通寺人形芝居保存会「演目　平井権八」
 　　　■講演　「子どもに伝えるために、大人に知って
　　　　　　　　ほしいこと」
　　　　　　～三つの権利侵害とペアレンタルコントロールの大切さ～

　　　　　講師　長谷川陽子（情報教育アナリスト）
　（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、333泊、264名、987,000円でした。
　ご利用方法は以下のとおりです。

（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94名の加入者が有り、保険金の支
払いは３件（44,572円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段を上がっていた時、バランスを崩し踏み外して、
落下した。（傷害）継続中
・自宅前の道が凍結していたので、滑って転んで後
頭部を強打した。（傷害）
・鮎釣りをしていて、仕掛けを交換の為、竿を収める
時に竿が折れた。（携行品）
・カメラを誤って落としてしまい、故障した。（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 鳥取教弘 0857-26-5334）

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　28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　  42名　　3,675万円

　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国・県
　　　　立学校33校及び私立高校６校の計39校
　　　・募集人員　39名　
    　　・給付者（20万円給付）23校 23名

　　　　　　　 （10万円給付）16校 32名　
　

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成27年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　＜851,370円＞
　 ①学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　 10万円　（１件）
　　○ 伯耆町立岸本中学校 校長　箕浦　昭彦
　　　「学校教育目標実現に向けた取り組み」
　　　 ～道徳教育と他の教育活動をリンクさせて～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 校長　田村　　穣
　　　「学校評価を活用した学校づくり」
　　　～PDCAによる組織力強化の試み～
　　○ 日南町立日南小学校 校長　中島　昭生
　　　「21世紀型スキルを身につけた児童の育成」
　　　 ～地域素材を活用した「ふるさと学習」の推進を通して～
　　○ 米子市立淀江小学校 校長　安達　義昭

　　　「子どもと共につくる学校生活　子どもが育
　　　  つ学級づくり」
　 　 　～学級会（話し合い活動）の思考に役立つ
　　　　  「可視化・操作化・構造化」の実践を通して～
　　○ 米子市立就将小学校 校長　田中　由美
　　　「小学校国語科における対話を取り入れた授
　　　 業モデルに関する一考察」
　　○ 八頭町立郡家西小学校 校長　加藤　邦雄
　　　「数学的な表現力を高める指導の工夫」
　　　 ～子どもの思考をつなげる手立て～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（５件）
　　○ 日吉津村立日吉津小学校 校長　金田　和寿
　　　「質の高い学び合いのある授業の創造」
　　　 ～算数科のジャンプのある課題実践を通して～
　　○ 日野町立黒坂小学校 校長　神庭　賢一
　　　「地域の自然を愛し、積極的に自然に関わろう
　　　 とする児童の育成」
　　　 ～科学する場の開発と場作り、科学する子ども
　　　　 を育てる授業実践を通して～
　　○ 倉吉市立上小鴨小学校 校長　吉岡　裕子
　　　「共に学び、共に高まろうとする児童の育成」
　　　 ～言語活動を通して、思考力・表現力を育てる
　　　　  算数学習～
　　○ 南部町立南部中学校 校長　伊藤　静也
　　　「『自律』と『共生』のできる生徒の育成をめざして」
　　　 ～協同の理念が協働を生んだ～
　　○ 鳥取市立稲葉山小学校 校長　倉本　一弘
　　　「豊かにつながり合い、学び合い、高め合う子ど
　　　 もの育成」
　　　 ～言葉を通して豊かにつながる国語科学習～
　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　  　10万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取工業高等学校 教諭　桒原　　崇
         「知識基盤社会を生き抜く力をもつ生徒の育成
　　　 を考えた授業実践」
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（３件）
　　○ 伯耆町立岸本小学校 教諭　奥田　律夫
         ｢発達障害のある児童への指導と支援」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 教諭　奥定　克拓
         ｢『伝え合い学び合う』授業の創造を目指して」
          ～「世界一美しいぼくの村」の実践を通して～
　　○ 倉吉市立西中学校 教諭　岸田なごみ
         ｢学級経営における班の活用法について」

　【奨 励 賞】　　　　２万円　（３件）
　　○ 八頭町立八頭中学校 教諭　仲谷　洋一
         ｢地域に根ざし地域に生きる生徒の育成を目指して」
         ～中学校の特別支援学級の生活単元学習を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校
　　　　　　　　　教諭　安宅　和子・小山　元司
         ｢生徒の心に寄り添い、学習活動への動機づけ
　　　 を高める授業づくりのあり方」

　　　　   ～病弱特別支援学校高等部における心を育
　　　　 てる授業実践からの提案～
　　○ 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 
 教諭　戸國　義樹
         ｢自尊感情の伸長と人格完成への取り組み」
　　　　   ～手話パフォーマンス甲子園参加の取り組み
　　　　 等を通じて～

 （２）第21回　公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
　◇学校部門（奨励賞）
　　○ 八頭町立八東小学校 校長　安住　順一
　　　｢自らの学びを　実感する学習の創造」
　　　 ～体育科を中心として　主体的に学び合う
　　　　 子どもをめざして～
　　○ 倉吉市立河北中学校 校長　八田　　学
　　　｢集団とのかかわりを通して、自ら考える生徒を
　　　  育てる」
　　　 ～河北中学校の１年間を通して、めざす授業の
　　　　  形『河北の学び』をつくる～
　◇個人部門（奨励賞）
　　○ 鳥取市立東中学校 教諭　神波　　徹
　　　｢知的好奇心を引き出し、学ぶ喜びが実感できる
　　　  授業づくり」
　　　 ～コース別少人数指導を活かした数学的問題
　　　　  解決学習の実践を通して～

（３）第32回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金の推薦
　◇学校研究（採択）
　　○ 米子市立福米東小学校 校長　浦林　　実
　　　「豊かな心と確かな学力をもつたくましい子どもの育成」
　　　 ～道徳の時間を要として、広がれ はあとふる東っ子～
　◇個人研究（採択）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 教諭　吉田　陽子
　　　｢英語授業におけるＩＣＴの活用」

　２ 教育研究助成
 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①贈呈校         ＜28校…280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞

　　【小学校】助成校数16校
　　○ 鳥取市立倉田小学校 校長　西墻　雅江
　　　｢学びの自立と協働をめざして」
　　○ 鳥取市立湖山小学校 校長　福田　悦育
　　　｢共に学びやさしくたくましい湖山っ子の育成」
　　○ 鳥取市立湖南学園小学校 校長　片山　敬子
　　　｢９年間の学びの連続性を活かした英語教育の
　　　 推進」
　　○ 鳥取市立鹿野小学校 校長　西垣　和子
　　　｢魅力ある単元づくりを通して、みんながつなが
　　　  り最後までたくましく学ぶ鹿野っ子の育成」
　　○ 岩美町立岩美南小学校 校長　濵津　良輔

　　　｢しっかり聞き、じっくり考え、自信を持って
　　　  伝える子どもの育成」
　　○ 八頭町立船岡小学校 校長　村山　洋子
　　　｢力強く未来を拓く子ども」
　　○ 八頭町立安部小学校 校長　上島　逸子
　　　｢豊かに心を育み、自ら学び考える子どもの育成」
　　○ 倉吉市立上灘小学校 校長　北村　秀徳
　　　｢子ども同士が認め合い、支え合いながら、よ
　　　 りよい学校生活を築こうとする学級づくり・
　　　 集団活動の工夫」
　　○ 倉吉市立小鴨小学校 校長　新川　裕二
　　　｢学びに活力　子どもに笑顔のある授業づくり」
　　○ 倉吉市立上北条小学校 校長　山根　弘二
　　　｢感謝の気持ちを大切にして、進んで課題を見
　　　 いだし、解決しようとする児童の育成」
　　○ 米子市立明道小学校 校長　福村　隆司
　　　｢アクティブラーニングをめざした授業改善」
　　○ 米子市立河崎小学校 校長　田中　豊昭 
　　　｢伝え合い　認め合い　高め合う河崎の子」
　　○ 米子市立成実小学校 校長　中尾　　真
　　　｢自ら考え、学び合う　なるみっ子の育成」
　　○ 境港市立境小学校 校長　松田　寛彦
　　　｢よりよく問題を解決する力を育てる生活科・
　　　  総合的な学習の時間」
　　○ 伯耆町立八郷小学校 校長　池山　圭吾
　　　｢個に応じた確かな学力の定着と人間関係力の育成」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 校長　小澤　敦彦
　　　｢生き生きと学び合い、高め合う児童の育成」

　　【中学校】助成校数８校
　　○ 鳥取市立南中学校 校長　小椋　幸人
　　　｢「生きる」・「いのち」「バイマーヤンジンさんの思い」」
　　○ 鳥取市立河原中学校 校長　田中　祐二
　　　｢生徒が主体となる授業の創造」
　　○ 鳥取市立気高中学校 校長　山本　博美
　　　｢自ら考え、豊かに表現する生徒の育成」
　　○ 倉吉市立西中学校 校長　加藤　晋彦
　　　｢『言語活動の充実』の一環として、NIE（教育
　　　 に新聞を）教育の推進を図る」
　　○ 琴浦町立東伯中学校 校長　中尾　昭二
　　　｢魅力ある学校図書館運営の工夫」
　　○ 米子市立弓ヶ浜中学校 校長　黒安　達彦
　　　｢語り合い、学びあい、支え合いながら仲間と
　　　 ともに高め合う生徒の育成」
　　○ 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 
 校長　足立　祥一
　　　｢自他を大切にし、互いに関わり合い、学び合う
　　　  生徒の育成」
　　○ 境港市立第三中学校 校長　渡邉　憲二
　　　｢繋がり、支え、高め学び合う生徒の育成」

　　【県立学校】助成校数　〔４校〕

　　○ 鳥取湖陵高等学校 校長　谷　　輝久
　　　｢ダンス部「第８回日本高校ダンス部選手権スーパーカップ
　　　　DANCE STADIUM　近畿・中国・四国地区予選大会
　　　  （神戸市）」（文部科学省後援・高体連後援）への出場」
　　○ 智頭農林高等学校 教諭　小林　　徹
　　　｢タブレット端末の活用による「学び直し」の
　　　 充実に向けた学校独自問題の作成と搭載」
　　○ 米子西高等学校 教諭　山口　明美
　　　｢芸術科コラボレーション授業における美術・
　　　 書道の協同学習」
　　○ 米子工業高等学校 教諭　南家由紀久
　　　｢少年少女ロボットセミナー in 米子2015」に
　　　 おける小中高大連携」

 　（２）教育団体研究助成　＜285.8万円＞
　　　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
　　　県私立中学高等学校教頭会  5万円  
　　　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   110.8万円

　（３）教育研究大会助成　＜80万円＞
　　　○第19回中国地区小学校理科教育研究大会鳥取大会並びに
　　　　　第18回鳥取県小学校理科教育研究大会　　　 10万円
　　　○第65回全国公立小・中学校女性校長会全国
　　　　研究協議大会鳥取大会 15万円
　　　○平成27年度中国５県高等学校農業教育研究大会
         　　 第62回全国高等学校農場協会中国支部大会 10万円
　　　○第56回（平成27年度）中国地区高等学校定時
　　　　制通信制教育振興会大会  8万円
　　　○第53回中国・四国地区中学校技術・家庭科
　　　　研究大会 15万円
　　　○第51回中国地方放送教育研究大会
　　　　＜鳥取（米子）大会＞ 12万円
　　　○中国教育オーディオロジー研究協議会
　　　　第12回夏季研修会 10万円

　３　教育出版　
　　⑴教育実践研究論文集第９号の発刊

＜889,920円＞

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　＜63.2万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会  30万円
 　　　　基調講演
　　　　　　「ふるさとの体験と育ち」
　　　　　　　講　師　土井　康作
　　　　　　　　　　　  　  （鳥取大学地域学部地域教育学科教授）
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　　「地域コミュニティ（ふるさと）とPTA」
　　　　　　　コーディネーター
　　　　　　　　山代　　豊
　　　　　　　　　鳥取県ＰＴＡ協議会　会長
　　　　　　　パネリスト
　　　　　　　　福壽みどり
　　　　　　　　　平成28年度開校予定の福部未来学園PTA
　　　　　　　　前田　良二
　　　　　　　　　琴浦町立船上小学校PTA前会長
　　　　　　　　岩田　リカ
　　　　　　　　　南部町立南部中学校ＰＴＡ副会長
　　　　　　　　福田　範史
　　　　　　　　　鳥取県教育委員会 小中学校課 課長補佐
　　　　　　　　大呂　延幸
　　　　　　　　　鳥取県PTA協議会ブロック理事
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「高校生が直面しているネット社会の現実を正しく知り
　　　　　　　　　　子供の将来のために“今できること”を考えよう！」
　　　　　講師　尾花　紀子
　　　　　　　　　（ネット教育アナリスト 安心ネットづくり
　　　　　　　　　促進協議会 普及啓発副委員長）
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 3.2万円
            研究テーマ「聴覚障がいの正しい理解と手話について」
            内容・ミニ手話講座の実施
　　　　　（聴覚障がいのある方との接し方）
　　　　　（基本的な会話に必要な手話の練習）
　　　　　（障がい種による違い、圏域による違い等の調整と集約）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第48回青少年育成県民大会
　　　 ■第37回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気な青少年のステージ
　　　　・鳥取市立倉田小学校　デコクラブ
　　　　　円通寺人形芝居保存会「演目　平井権八」
 　　　■講演　「子どもに伝えるために、大人に知って
　　　　　　　　ほしいこと」
　　　　　　～三つの権利侵害とペアレンタルコントロールの大切さ～

　　　　　講師　長谷川陽子（情報教育アナリスト）
　（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、333泊、264名、987,000円でした。
　ご利用方法は以下のとおりです。

（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94名の加入者が有り、保険金の支
払いは３件（44,572円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段を上がっていた時、バランスを崩し踏み外して、
落下した。（傷害）継続中
・自宅前の道が凍結していたので、滑って転んで後
頭部を強打した。（傷害）
・鮎釣りをしていて、仕掛けを交換の為、竿を収める
時に竿が折れた。（携行品）
・カメラを誤って落としてしまい、故障した。（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 鳥取教弘 0857-26-5334）
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であったとか。エネルギー革命により石炭から石油に移
ったことで衰退の途をたどり、最盛期には約5300人が
住んでいたが昭和49年に閉山する。そして今、廃墟と化
し、崩壊してゆく光景を目の前にすると何とも言えない
気持ちになり、滅びゆく海上産業都市は、近代日本の
遺産であると強く感じた。天然温泉を持つリゾートホテ
ルで宿泊し、夕食時に各自の自己紹介やカラオケなども
あり、わきあいあいのうちに終了する。
　第２日目は、三菱重工業長崎造船所史料館（鋳物を
造るための木型工場跡）へ行き、明治31年築造された
赤レンガの建物で、江戸時代の終わり頃から現在にい
たるまでの長崎造船所の歴史がわかる史料を展示して
いた。その後、大浦天主堂を見学、徳川幕府の禁教令
によってキリシタン弾圧が始まり、島原・天草一揆など
を通してキリシタンは根絶やしになったはずが聖教者
不在の250年間、潜伏キリシタンとして信仰を守り続け
てきた不屈の信仰心がすごい。次は、日本最古の木造
洋風建築の旧グラバー園へ。日本の近代化に多大なる
影響を与えたトーマス・グラバー氏が、接客用に建てた
屋敷のため、坂本龍馬や伊藤博文、岩﨑弥太郎、五代
友厚などが訪れたという。昼食は、「四海楼」でちゃん
ぽんの元祖の味に舌つづみを打つ。

　その後、長崎港からフェリーで約２時間かけて五島列
島の福江島へ上陸。福江島はかなり大きな島で、港に
は海上保安庁や警察関係の船舶が係留していた。貸切
バスでボランティアガイドの案内で、明治のキリシタン禁
制の解除後に五島カトリック復活の拠点となり、五島
最古の赤れんがの堂崎教会を見学する。ホテルに移動
後、夕食は古民家の「椿茶屋」で囲炉裏を囲んで五島
名産を食べる。
　第３日目は、海上タクシーで約30分乗船して久賀島
の旧五輪教会堂へ。とても教会に見えない和風造りで
あった。往復の船上からは多くの島々が見え、長崎県は
島の数では日本一なのがよくわかる気がした。帰港後
は、青い空と海に純白の聖堂が映える水ノ浦教会を見
学。現在の聖堂は、木造教会堂としては国内最大規模

という。その後は、明治初期にキリシタンの迫害の嵐が
吹き荒れた時に、五島の中で唯一迫害を逃れた地区に
建つ島内における初めてのレンガ造りの井持浦教会を
見学する。昨日からのボランティアガイドの方が、なんと
長崎教弘友の会の会員であったことに驚いた。博多駅
で解団式をして帰路についた。
　今回の研修旅行は、長崎の世界遺産「明治産業革
命遺産」と「教会関連遺産」を見学して、幕末から明治
時代の短期間に西洋の技術を導入し、産業の発展を成
し遂げた日本人の底力を実感できた。また、長崎のキリ
スト教の歴史や弾圧と潜伏、復活を遂げ、五島の潜伏
キリシタンは、ほとんどが外洋から開拓移民として渡っ
てきたことがよくわかった。
　最後に、添乗員さんをはじめ終始和やかに行動し、
共に楽しい研修旅行にして下さった参加者の皆様に感
謝いたします。

　今回の研修旅行は、個人で行くことが困難な地域と
いうことで、すぐに申し込みました。何といっても世界文
化遺産の軍艦島、戦艦武蔵建造の三菱長崎造船所、グ
ラバー園、五島列島、多くの教会・天主堂等、見ごたえ
ある観光地が多かったということもその理由の１つでし
た。そのうえ、航空機・特急列車・ジェットフォイル（高
速船舶）・タクシー船・バス・タクシー等全ての乗り物を
使った旅も初めての経験でした。
　第１日目は、特急スーパーはくと２号、新幹線のさくら
号、特急かもめ号（長崎本線）と乗り継ぎ、長崎駅に到
着したのが昼の１時頃。約６時間座りっぱなしのために
少し疲れた感じでしたが、楽しみにしていた長崎港か
らの軍艦島クルーズがあるため、疲れも吹き飛びまし
た。
　長崎港から端島（軍艦島）までの約40分間は、快適
な乗り心地の高速船でした。途中に見られる観光名所
や三菱長崎造船所の施設設備、キリシタン関係のこと、
端島（軍艦島）の由来等を船内アナウンスで紹介。大正
10年に建造された戦艦「土佐」がワシントン軍縮条約に
より廃艦処分される時の姿を見た時、遠くから見た端
島が軍艦そっくりということで、その名が付いたというこ
とでした。
　端島が近くなるにつれて外観は旧帝国海軍の戦艦と
そっくりで、艦体のような岸壁、艦橋に似たコンクリート
廃墟、その風化した色は軍艦そのもの。船を接岸する前
に島の周囲を巡り、色々な施設の外観を眺め、上陸す
る前の事前知識を受け、注意を聞きました。波が少しあ
り、揺れる船から下りると、目の前には幽霊が居るよう
な瓦礫の建物が見えるだけ。ここに、かって5,300名余
りの炭鉱関係の人々が暮らしていたとは考えられませ
ん。最近の映画、テレビのコマーシャルなどに出ている

「進撃の巨人」の舞台にも使われていることを船内の
VTR視聴で初めて気づかされました。
　島の周囲約1200ｍ、面積約6300㎡の中に最大5300
名住んでいたという驚愕の数字だけでなく、人口密度
が当時の東京の９倍、有名な海底炭鉱採掘の深さが
1100ｍ日本初の鉄筋コンクリート造りの９～10階高層
集合住宅、小中学校一緒でエレベーター付きの７階建
て校舎、病院、娯楽施設、スーパーマーケット等は、そ
の当時の最先端であったことにも驚かされました。炭鉱
で働く方の給与も公務員より高く裕福な暮らしで、ＴＶ
など電化製品も多く購入できて充実。中には微笑まし
い話もあり、交番の牢屋は酔いつぶれて暴れるお父さ
んが頭を冷やす場所だったということ。台風が毎回接
近して高波の被害があるにもかかわらず大波見物をし
ていたこと。給料の一部をパチンコ屋で使って三菱の
利益になるお金の還元になるなどのお話が印象に残り
ました。

　第１日目の「長崎やすらぎ伊王島」ホテルは、今まで
入ったことのないモダンなコテージ風の造りで、東シナ
海（五島灘）を一望できる部屋は一般的なホテルより
広 と々していて、心休まる空間でした。夕食の宴会場は
別棟、自己紹介等で終始和やかな雰囲気の懇親会とな
りました。
　第２日目の朝食は、バイキング料理で多くのご馳走が
あり、美味な献立ということもあり、欲張って食べ過ぎ
ました。これが原因で昼食の料理が一部食べられなく
なりました。
　第２日目最初の研修場所は、待ちに待った三菱重工
長崎造船所史料館でした。昭和20年の米軍の爆撃や
原子爆弾にもびくともしなかった赤レンガの造りは、後

にもわたって世界に自慢できる日本の技術だと思いま
す。館内の目玉である発電機や船舶の心臓部であり動
力の中心となる蒸気タービンの実物、主な建造船舶の
写真・模型・三菱の創設者である岩﨑弥太郎の関係史
料が多く展示してありました。奥に展示してあった本物
の91式魚雷は、内部の構造まで精密に分かるようにカ
ットモデルになっていて感動し、以前行った江田島の旧
海軍兵学校に展示してあった魚雷よりも、価値あるもの
でした。そして、当時世界最大の戦艦武蔵（大和の姉
妹艦）を建造したドックは今でもその威容を誇っている
ようでした。昭和15年の戦艦武蔵の進水式では、湾内
の民家に津波のような大波が押し寄せ多くの被害が出
たそうですが、最高機密であったためにただの高波で
かたづけられたそうです。実際は想像を絶する高波で
あったことにびっくり。その他にも、有名な大型客船や
武蔵と同様な戦艦「霧島」「日向」、１万ｔ級大型巡洋
艦は重巡「羽黒・鳥海・三隅・筑摩･･･等」の帝国海軍
の約半数近くを占め、呉・横須賀とともに連合艦隊の
中心的な建造所となっていたことを知りました。

　次は、武蔵建造ドックの対岸にあるグラバー園に向
かいました。最初に大浦天主堂に入りましたが、その内
部はステンドグラスの光が差し込む荘厳ともいえるよう
な佇まいの中、心が洗われるような何とも表現し難い
気持ちになります。そこから徒歩ですぐの所に有名な旧
グラバー邸があり、自由に見学できるようになっていて、
展示物や調度品、写真等から明治時代初期の雰囲気
がこちらにも伝わってくるようです。グラバー氏のおかげ
で、日本は産業の近代化が進んだといわれ、造船・採
炭技術の伝道、製茶貿易、国産ビール醸造技術（麒麟
麦酒株式会社を創設）等、日本に対する貢献は並々な
らぬ程のものであった事がよく分かりました。またこの
グラバー園から眺める周囲の景色は最高で、対岸の造
船関係の建物も含めてほぼ長崎市の全体が眺められ、
爆心地に近い浦上天主堂も見えました。
　昼食後は、眼鏡橋・べっ甲店を経て長崎港から五島

列島の南に位置する福江島へ向けて出発。時速80㎞
の高速船に乗り、福江港で下船後堂崎天主堂に立ち寄
り、２日目の予定を終了。帰路の途中に堂崎天主堂の
すぐ近くの岸壁の下で、弱い津波のように潮が満ちてく
るのを発見するとともにその速さに驚かされました。こ
の日は満月で地球に最接近（平均距離約38.4万㎞に対
して今夜は約35.8万㎞で、大きい月に見える）、もうすぐ
昇る時刻になり、月の引力による潮の干満現象（潮汐）
をこの目で見て自然現象に畏敬の念を抱くとともに、非
常に感慨深いものとなりました。岸の水位の色違い模
様から干満差は２～３ｍ程度かも。この日の夜は囲炉
裏のような場所で炉端焼きの夕食。何ともいえない心
地よい雰囲気で盛り上がり、イカ、ホタテ、美豚、イサキ
という焼き魚等をおいしく頂きました。

　第３日目の朝は、昨夜からの荒れ模様が少し残って
いましたが、出発する頃には穏やかな天気になり、まず
はひと安心ということで教会めぐりの好日になりまし
た。福江港から隣の久賀島の旧五輪教会までは貸切高
速海上タクシー船。波が高く大揺れで潮の流れも速く、
波しぶきが窓に強く打ち付けスリル満点の乗り心地でし
た。周りの風景は山陰浦富海岸にそっくりでリアス式海
岸になっていました。江戸時代の大村藩から入植され
た潜伏キリシタンの旧五輪教会は一見民家のようで、珍
しい初期の建築様式でした。島も多く点在し利便性を
考え、当時は船を使うことが日常茶飯事であったため、
ここも含めて海に面している教会がほとんどだったそう
です。（五島列島内約50の教会堂があり、天井が蝙蝠
傘を広げたような形が特徴）何年もの間の厳しい弾圧
や迫害、投獄、監視の目などから逃れてここまで至った
経緯を聞くにつれ、心のよりどころとしての信仰に対す
る人々の根強い思いは、異なる宗教を持つ人にはとうて
い理解出来ないかもしれません。島内では、カトリック
の方が多いように感じられるが、実際は五島市の人口
約４万人中８％で３千人程度だそうです。
　福江港にいったん帰った後は、福江島の中腹の斜面
に広がる十字架山と呼ばれる様々な形の14の白い十字

鳥取教弘友の会研修旅行　【長崎・五島２泊３日の旅】
中部地区　鳥羽　哲久

会 員 の 声

架が立つ水ノ（之）浦教会へ直行。ここに建っているヨ
ハネゴトウの像の説明内容も含め、昨日午後からの専
属ガイドさんの解説は、教会に関係した銅像の指の様
子の謂われまでこと細かく、納得のいくまで丁寧に話さ
れていました。

　島の東側を走っている途中の風光明媚な高浜海水浴
場で、黒い迷彩色のゴムボートが海岸にあり、陸上自衛
隊の上陸演習の様な風景が見られました。若い隊員は
着替えの最中でこれから始まるか終わりなのか分かり
ませんでしたが、楽しそうなリラックスした感じでした。
　島内で最初のレンガ造りの井持浦教会には、本場ル
ルド（南仏のピレネー山麓の町）の奇跡の聖水なるもの
が有り、ガイドさんの話によると、その昔聖水を飲むと

治療困難な難病が治ったということでした。聞いて信じ
られずに半信半疑。しかし、せっかく来たので試飲しま
した。これで少しは病気にかからないだろうと自己満足
した気分になりました。
　この後は、福江空港から鳥取への帰路になりまし
た。最新型カナダ製のプロペラ機で、上空の雲間から
見た東シナ海の色はとても澄んだ紺色でした。110年前
の日露戦争後期５月27日の早朝、ロシアのバルチック
艦隊が福江島の沖北東70㎞付近を通過し、翌28日ま
でに日本連合艦隊によってほとんどのロシア軍艦が沈
没のため全滅したとのこと。多くの貴重な遺産、伝統、
歴史を残してきた長崎の旅は一生涯の思い出となりま
した。
　最後に、今回の旅行を計画された教弘友の会旅行委
員の方、JTB・添乗員さん等ありがとうございました。

　昨年まで家庭の事情で家を空けることができず、久
しぶりの長崎を楽しみに初めて研修旅行に参加した。
　第１日目、10月25日（日）の早朝より倉吉駅・鳥取
駅・米子駅を出発して、旅行団（含む添乗員）23名が岡
山駅で合流する。長崎駅で結団式を行い、タクシーの
車窓から路面電車、出島を眺め長崎桟橋へ移動する。
天候に恵まれ、いよいよ長崎港から約19㎞の洋上に浮
かぶ世界遺産（明治産業革命遺産）の軍艦島へ向か
い、上陸する。「軍艦島」の名で知られる端島は、岩礁
にすぎなかったこの島で石炭が発見され、明治23年に
三菱が買収してから石炭産業で活況極めた人工島。普
段の「軍艦島」は、天候や波・風などの様子で年間100
日ぐらいしか上陸できないそうだ。
　上陸後、埋め立てによって拡張された島には、炭坑
施設と高層集合住宅が建設され、島影が「戦艦土佐」
に似ていたことから「軍艦島」と呼ばれるようになる。

島には学校はもちろん、映画館、パチンコ屋、スナック
まであり、鉱員の給与は当時の平均水準の1.5倍から２
倍ほどだったといわれ、その他、社宅の家賃、光熱費、
長崎本土を行き来する船の運賃が無料など破格の待遇

び　 と ん
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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　28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　  42名　　3,675万円

　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国・県
　　　　立学校33校及び私立高校６校の計39校
　　　・募集人員　39名　
    　　・給付者（20万円給付）23校 23名

　　　　　　　 （10万円給付）16校 32名　
　

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成27年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　＜851,370円＞
　 ①学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　 10万円　（１件）
　　○ 伯耆町立岸本中学校 校長　箕浦　昭彦
　　　「学校教育目標実現に向けた取り組み」
　　　 ～道徳教育と他の教育活動をリンクさせて～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 校長　田村　　穣
　　　「学校評価を活用した学校づくり」
　　　～PDCAによる組織力強化の試み～
　　○ 日南町立日南小学校 校長　中島　昭生
　　　「21世紀型スキルを身につけた児童の育成」
　　　 ～地域素材を活用した「ふるさと学習」の推進を通して～
　　○ 米子市立淀江小学校 校長　安達　義昭

　　　「子どもと共につくる学校生活　子どもが育
　　　  つ学級づくり」
　 　 　～学級会（話し合い活動）の思考に役立つ
　　　　  「可視化・操作化・構造化」の実践を通して～
　　○ 米子市立就将小学校 校長　田中　由美
　　　「小学校国語科における対話を取り入れた授
　　　 業モデルに関する一考察」
　　○ 八頭町立郡家西小学校 校長　加藤　邦雄
　　　「数学的な表現力を高める指導の工夫」
　　　 ～子どもの思考をつなげる手立て～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（５件）
　　○ 日吉津村立日吉津小学校 校長　金田　和寿
　　　「質の高い学び合いのある授業の創造」
　　　 ～算数科のジャンプのある課題実践を通して～
　　○ 日野町立黒坂小学校 校長　神庭　賢一
　　　「地域の自然を愛し、積極的に自然に関わろう
　　　 とする児童の育成」
　　　 ～科学する場の開発と場作り、科学する子ども
　　　　 を育てる授業実践を通して～
　　○ 倉吉市立上小鴨小学校 校長　吉岡　裕子
　　　「共に学び、共に高まろうとする児童の育成」
　　　 ～言語活動を通して、思考力・表現力を育てる
　　　　  算数学習～
　　○ 南部町立南部中学校 校長　伊藤　静也
　　　「『自律』と『共生』のできる生徒の育成をめざして」
　　　 ～協同の理念が協働を生んだ～
　　○ 鳥取市立稲葉山小学校 校長　倉本　一弘
　　　「豊かにつながり合い、学び合い、高め合う子ど
　　　 もの育成」
　　　 ～言葉を通して豊かにつながる国語科学習～
　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　  　10万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取工業高等学校 教諭　桒原　　崇
         「知識基盤社会を生き抜く力をもつ生徒の育成
　　　 を考えた授業実践」
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（３件）
　　○ 伯耆町立岸本小学校 教諭　奥田　律夫
         ｢発達障害のある児童への指導と支援」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 教諭　奥定　克拓
         ｢『伝え合い学び合う』授業の創造を目指して」
          ～「世界一美しいぼくの村」の実践を通して～
　　○ 倉吉市立西中学校 教諭　岸田なごみ
         ｢学級経営における班の活用法について」

　【奨 励 賞】　　　　２万円　（３件）
　　○ 八頭町立八頭中学校 教諭　仲谷　洋一
         ｢地域に根ざし地域に生きる生徒の育成を目指して」
         ～中学校の特別支援学級の生活単元学習を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校
　　　　　　　　　教諭　安宅　和子・小山　元司
         ｢生徒の心に寄り添い、学習活動への動機づけ
　　　 を高める授業づくりのあり方」

　　　　   ～病弱特別支援学校高等部における心を育
　　　　 てる授業実践からの提案～
　　○ 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 
 教諭　戸國　義樹
         ｢自尊感情の伸長と人格完成への取り組み」
　　　　   ～手話パフォーマンス甲子園参加の取り組み
　　　　 等を通じて～

 （２）第21回　公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
　◇学校部門（奨励賞）
　　○ 八頭町立八東小学校 校長　安住　順一
　　　｢自らの学びを　実感する学習の創造」
　　　 ～体育科を中心として　主体的に学び合う
　　　　 子どもをめざして～
　　○ 倉吉市立河北中学校 校長　八田　　学
　　　｢集団とのかかわりを通して、自ら考える生徒を
　　　  育てる」
　　　 ～河北中学校の１年間を通して、めざす授業の
　　　　  形『河北の学び』をつくる～
　◇個人部門（奨励賞）
　　○ 鳥取市立東中学校 教諭　神波　　徹
　　　｢知的好奇心を引き出し、学ぶ喜びが実感できる
　　　  授業づくり」
　　　 ～コース別少人数指導を活かした数学的問題
　　　　  解決学習の実践を通して～

（３）第32回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金の推薦
　◇学校研究（採択）
　　○ 米子市立福米東小学校 校長　浦林　　実
　　　「豊かな心と確かな学力をもつたくましい子どもの育成」
　　　 ～道徳の時間を要として、広がれ はあとふる東っ子～
　◇個人研究（採択）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 教諭　吉田　陽子
　　　｢英語授業におけるＩＣＴの活用」

　２ 教育研究助成
 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①贈呈校         ＜28校…280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞

　　【小学校】助成校数16校
　　○ 鳥取市立倉田小学校 校長　西墻　雅江
　　　｢学びの自立と協働をめざして」
　　○ 鳥取市立湖山小学校 校長　福田　悦育
　　　｢共に学びやさしくたくましい湖山っ子の育成」
　　○ 鳥取市立湖南学園小学校 校長　片山　敬子
　　　｢９年間の学びの連続性を活かした英語教育の
　　　 推進」
　　○ 鳥取市立鹿野小学校 校長　西垣　和子
　　　｢魅力ある単元づくりを通して、みんながつなが
　　　  り最後までたくましく学ぶ鹿野っ子の育成」
　　○ 岩美町立岩美南小学校 校長　濵津　良輔

　　　｢しっかり聞き、じっくり考え、自信を持って
　　　  伝える子どもの育成」
　　○ 八頭町立船岡小学校 校長　村山　洋子
　　　｢力強く未来を拓く子ども」
　　○ 八頭町立安部小学校 校長　上島　逸子
　　　｢豊かに心を育み、自ら学び考える子どもの育成」
　　○ 倉吉市立上灘小学校 校長　北村　秀徳
　　　｢子ども同士が認め合い、支え合いながら、よ
　　　 りよい学校生活を築こうとする学級づくり・
　　　 集団活動の工夫」
　　○ 倉吉市立小鴨小学校 校長　新川　裕二
　　　｢学びに活力　子どもに笑顔のある授業づくり」
　　○ 倉吉市立上北条小学校 校長　山根　弘二
　　　｢感謝の気持ちを大切にして、進んで課題を見
　　　 いだし、解決しようとする児童の育成」
　　○ 米子市立明道小学校 校長　福村　隆司
　　　｢アクティブラーニングをめざした授業改善」
　　○ 米子市立河崎小学校 校長　田中　豊昭 
　　　｢伝え合い　認め合い　高め合う河崎の子」
　　○ 米子市立成実小学校 校長　中尾　　真
　　　｢自ら考え、学び合う　なるみっ子の育成」
　　○ 境港市立境小学校 校長　松田　寛彦
　　　｢よりよく問題を解決する力を育てる生活科・
　　　  総合的な学習の時間」
　　○ 伯耆町立八郷小学校 校長　池山　圭吾
　　　｢個に応じた確かな学力の定着と人間関係力の育成」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 校長　小澤　敦彦
　　　｢生き生きと学び合い、高め合う児童の育成」

　　【中学校】助成校数８校
　　○ 鳥取市立南中学校 校長　小椋　幸人
　　　｢「生きる」・「いのち」「バイマーヤンジンさんの思い」」
　　○ 鳥取市立河原中学校 校長　田中　祐二
　　　｢生徒が主体となる授業の創造」
　　○ 鳥取市立気高中学校 校長　山本　博美
　　　｢自ら考え、豊かに表現する生徒の育成」
　　○ 倉吉市立西中学校 校長　加藤　晋彦
　　　｢『言語活動の充実』の一環として、NIE（教育
　　　 に新聞を）教育の推進を図る」
　　○ 琴浦町立東伯中学校 校長　中尾　昭二
　　　｢魅力ある学校図書館運営の工夫」
　　○ 米子市立弓ヶ浜中学校 校長　黒安　達彦
　　　｢語り合い、学びあい、支え合いながら仲間と
　　　 ともに高め合う生徒の育成」
　　○ 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 
 校長　足立　祥一
　　　｢自他を大切にし、互いに関わり合い、学び合う
　　　  生徒の育成」
　　○ 境港市立第三中学校 校長　渡邉　憲二
　　　｢繋がり、支え、高め学び合う生徒の育成」

　　【県立学校】助成校数　〔４校〕

　　○ 鳥取湖陵高等学校 校長　谷　　輝久
　　　｢ダンス部「第８回日本高校ダンス部選手権スーパーカップ
　　　　DANCE STADIUM　近畿・中国・四国地区予選大会
　　　  （神戸市）」（文部科学省後援・高体連後援）への出場」
　　○ 智頭農林高等学校 教諭　小林　　徹
　　　｢タブレット端末の活用による「学び直し」の
　　　 充実に向けた学校独自問題の作成と搭載」
　　○ 米子西高等学校 教諭　山口　明美
　　　｢芸術科コラボレーション授業における美術・
　　　 書道の協同学習」
　　○ 米子工業高等学校 教諭　南家由紀久
　　　｢少年少女ロボットセミナー in 米子2015」に
　　　 おける小中高大連携」

 　（２）教育団体研究助成　＜285.8万円＞
　　　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
　　　県私立中学高等学校教頭会  5万円  
　　　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   110.8万円

　（３）教育研究大会助成　＜80万円＞
　　　○第19回中国地区小学校理科教育研究大会鳥取大会並びに
　　　　　第18回鳥取県小学校理科教育研究大会　　　 10万円
　　　○第65回全国公立小・中学校女性校長会全国
　　　　研究協議大会鳥取大会 15万円
　　　○平成27年度中国５県高等学校農業教育研究大会
         　　 第62回全国高等学校農場協会中国支部大会 10万円
　　　○第56回（平成27年度）中国地区高等学校定時
　　　　制通信制教育振興会大会  8万円
　　　○第53回中国・四国地区中学校技術・家庭科
　　　　研究大会 15万円
　　　○第51回中国地方放送教育研究大会
　　　　＜鳥取（米子）大会＞ 12万円
　　　○中国教育オーディオロジー研究協議会
　　　　第12回夏季研修会 10万円

　３　教育出版　
　　⑴教育実践研究論文集第９号の発刊

＜889,920円＞

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　＜63.2万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会  30万円
 　　　　基調講演
　　　　　　「ふるさとの体験と育ち」
　　　　　　　講　師　土井　康作
　　　　　　　　　　　  　  （鳥取大学地域学部地域教育学科教授）
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　　「地域コミュニティ（ふるさと）とPTA」
　　　　　　　コーディネーター
　　　　　　　　山代　　豊
　　　　　　　　　鳥取県ＰＴＡ協議会　会長
　　　　　　　パネリスト
　　　　　　　　福壽みどり
　　　　　　　　　平成28年度開校予定の福部未来学園PTA
　　　　　　　　前田　良二
　　　　　　　　　琴浦町立船上小学校PTA前会長
　　　　　　　　岩田　リカ
　　　　　　　　　南部町立南部中学校ＰＴＡ副会長
　　　　　　　　福田　範史
　　　　　　　　　鳥取県教育委員会 小中学校課 課長補佐
　　　　　　　　大呂　延幸
　　　　　　　　　鳥取県PTA協議会ブロック理事
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「高校生が直面しているネット社会の現実を正しく知り
　　　　　　　　　　子供の将来のために“今できること”を考えよう！」
　　　　　講師　尾花　紀子
　　　　　　　　　（ネット教育アナリスト 安心ネットづくり
　　　　　　　　　促進協議会 普及啓発副委員長）
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 3.2万円
            研究テーマ「聴覚障がいの正しい理解と手話について」
            内容・ミニ手話講座の実施
　　　　　（聴覚障がいのある方との接し方）
　　　　　（基本的な会話に必要な手話の練習）
　　　　　（障がい種による違い、圏域による違い等の調整と集約）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第48回青少年育成県民大会
　　　 ■第37回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気な青少年のステージ
　　　　・鳥取市立倉田小学校　デコクラブ
　　　　　円通寺人形芝居保存会「演目　平井権八」
 　　　■講演　「子どもに伝えるために、大人に知って
　　　　　　　　ほしいこと」
　　　　　　～三つの権利侵害とペアレンタルコントロールの大切さ～

　　　　　講師　長谷川陽子（情報教育アナリスト）
　（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、333泊、264名、987,000円でした。
　ご利用方法は以下のとおりです。

（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94名の加入者が有り、保険金の支
払いは３件（44,572円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段を上がっていた時、バランスを崩し踏み外して、
落下した。（傷害）継続中
・自宅前の道が凍結していたので、滑って転んで後
頭部を強打した。（傷害）
・鮎釣りをしていて、仕掛けを交換の為、竿を収める
時に竿が折れた。（携行品）
・カメラを誤って落としてしまい、故障した。（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 鳥取教弘 0857-26-5334）

平成27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

3,000円
2,000円

3,000円
2,000円

泊　数宿泊施設 会　員 家　族

 平成27年度加入件数 832

（平成26年度加入件数） （830)

2件の増
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であったとか。エネルギー革命により石炭から石油に移
ったことで衰退の途をたどり、最盛期には約5300人が
住んでいたが昭和49年に閉山する。そして今、廃墟と化
し、崩壊してゆく光景を目の前にすると何とも言えない
気持ちになり、滅びゆく海上産業都市は、近代日本の
遺産であると強く感じた。天然温泉を持つリゾートホテ
ルで宿泊し、夕食時に各自の自己紹介やカラオケなども
あり、わきあいあいのうちに終了する。
　第２日目は、三菱重工業長崎造船所史料館（鋳物を
造るための木型工場跡）へ行き、明治31年築造された
赤レンガの建物で、江戸時代の終わり頃から現在にい
たるまでの長崎造船所の歴史がわかる史料を展示して
いた。その後、大浦天主堂を見学、徳川幕府の禁教令
によってキリシタン弾圧が始まり、島原・天草一揆など
を通してキリシタンは根絶やしになったはずが聖教者
不在の250年間、潜伏キリシタンとして信仰を守り続け
てきた不屈の信仰心がすごい。次は、日本最古の木造
洋風建築の旧グラバー園へ。日本の近代化に多大なる
影響を与えたトーマス・グラバー氏が、接客用に建てた
屋敷のため、坂本龍馬や伊藤博文、岩﨑弥太郎、五代
友厚などが訪れたという。昼食は、「四海楼」でちゃん
ぽんの元祖の味に舌つづみを打つ。

　その後、長崎港からフェリーで約２時間かけて五島列
島の福江島へ上陸。福江島はかなり大きな島で、港に
は海上保安庁や警察関係の船舶が係留していた。貸切
バスでボランティアガイドの案内で、明治のキリシタン禁
制の解除後に五島カトリック復活の拠点となり、五島
最古の赤れんがの堂崎教会を見学する。ホテルに移動
後、夕食は古民家の「椿茶屋」で囲炉裏を囲んで五島
名産を食べる。
　第３日目は、海上タクシーで約30分乗船して久賀島
の旧五輪教会堂へ。とても教会に見えない和風造りで
あった。往復の船上からは多くの島々が見え、長崎県は
島の数では日本一なのがよくわかる気がした。帰港後
は、青い空と海に純白の聖堂が映える水ノ浦教会を見
学。現在の聖堂は、木造教会堂としては国内最大規模

という。その後は、明治初期にキリシタンの迫害の嵐が
吹き荒れた時に、五島の中で唯一迫害を逃れた地区に
建つ島内における初めてのレンガ造りの井持浦教会を
見学する。昨日からのボランティアガイドの方が、なんと
長崎教弘友の会の会員であったことに驚いた。博多駅
で解団式をして帰路についた。
　今回の研修旅行は、長崎の世界遺産「明治産業革
命遺産」と「教会関連遺産」を見学して、幕末から明治
時代の短期間に西洋の技術を導入し、産業の発展を成
し遂げた日本人の底力を実感できた。また、長崎のキリ
スト教の歴史や弾圧と潜伏、復活を遂げ、五島の潜伏
キリシタンは、ほとんどが外洋から開拓移民として渡っ
てきたことがよくわかった。
　最後に、添乗員さんをはじめ終始和やかに行動し、
共に楽しい研修旅行にして下さった参加者の皆様に感
謝いたします。

　今回の研修旅行は、個人で行くことが困難な地域と
いうことで、すぐに申し込みました。何といっても世界文
化遺産の軍艦島、戦艦武蔵建造の三菱長崎造船所、グ
ラバー園、五島列島、多くの教会・天主堂等、見ごたえ
ある観光地が多かったということもその理由の１つでし
た。そのうえ、航空機・特急列車・ジェットフォイル（高
速船舶）・タクシー船・バス・タクシー等全ての乗り物を
使った旅も初めての経験でした。
　第１日目は、特急スーパーはくと２号、新幹線のさくら
号、特急かもめ号（長崎本線）と乗り継ぎ、長崎駅に到
着したのが昼の１時頃。約６時間座りっぱなしのために
少し疲れた感じでしたが、楽しみにしていた長崎港か
らの軍艦島クルーズがあるため、疲れも吹き飛びまし
た。
　長崎港から端島（軍艦島）までの約40分間は、快適
な乗り心地の高速船でした。途中に見られる観光名所
や三菱長崎造船所の施設設備、キリシタン関係のこと、
端島（軍艦島）の由来等を船内アナウンスで紹介。大正
10年に建造された戦艦「土佐」がワシントン軍縮条約に
より廃艦処分される時の姿を見た時、遠くから見た端
島が軍艦そっくりということで、その名が付いたというこ
とでした。
　端島が近くなるにつれて外観は旧帝国海軍の戦艦と
そっくりで、艦体のような岸壁、艦橋に似たコンクリート
廃墟、その風化した色は軍艦そのもの。船を接岸する前
に島の周囲を巡り、色々な施設の外観を眺め、上陸す
る前の事前知識を受け、注意を聞きました。波が少しあ
り、揺れる船から下りると、目の前には幽霊が居るよう
な瓦礫の建物が見えるだけ。ここに、かって5,300名余
りの炭鉱関係の人々が暮らしていたとは考えられませ
ん。最近の映画、テレビのコマーシャルなどに出ている

「進撃の巨人」の舞台にも使われていることを船内の
VTR視聴で初めて気づかされました。
　島の周囲約1200ｍ、面積約6300㎡の中に最大5300
名住んでいたという驚愕の数字だけでなく、人口密度
が当時の東京の９倍、有名な海底炭鉱採掘の深さが
1100ｍ日本初の鉄筋コンクリート造りの９～10階高層
集合住宅、小中学校一緒でエレベーター付きの７階建
て校舎、病院、娯楽施設、スーパーマーケット等は、そ
の当時の最先端であったことにも驚かされました。炭鉱
で働く方の給与も公務員より高く裕福な暮らしで、ＴＶ
など電化製品も多く購入できて充実。中には微笑まし
い話もあり、交番の牢屋は酔いつぶれて暴れるお父さ
んが頭を冷やす場所だったということ。台風が毎回接
近して高波の被害があるにもかかわらず大波見物をし
ていたこと。給料の一部をパチンコ屋で使って三菱の
利益になるお金の還元になるなどのお話が印象に残り
ました。

　第１日目の「長崎やすらぎ伊王島」ホテルは、今まで
入ったことのないモダンなコテージ風の造りで、東シナ
海（五島灘）を一望できる部屋は一般的なホテルより
広 と々していて、心休まる空間でした。夕食の宴会場は
別棟、自己紹介等で終始和やかな雰囲気の懇親会とな
りました。
　第２日目の朝食は、バイキング料理で多くのご馳走が
あり、美味な献立ということもあり、欲張って食べ過ぎ
ました。これが原因で昼食の料理が一部食べられなく
なりました。
　第２日目最初の研修場所は、待ちに待った三菱重工
長崎造船所史料館でした。昭和20年の米軍の爆撃や
原子爆弾にもびくともしなかった赤レンガの造りは、後

にもわたって世界に自慢できる日本の技術だと思いま
す。館内の目玉である発電機や船舶の心臓部であり動
力の中心となる蒸気タービンの実物、主な建造船舶の
写真・模型・三菱の創設者である岩﨑弥太郎の関係史
料が多く展示してありました。奥に展示してあった本物
の91式魚雷は、内部の構造まで精密に分かるようにカ
ットモデルになっていて感動し、以前行った江田島の旧
海軍兵学校に展示してあった魚雷よりも、価値あるもの
でした。そして、当時世界最大の戦艦武蔵（大和の姉
妹艦）を建造したドックは今でもその威容を誇っている
ようでした。昭和15年の戦艦武蔵の進水式では、湾内
の民家に津波のような大波が押し寄せ多くの被害が出
たそうですが、最高機密であったためにただの高波で
かたづけられたそうです。実際は想像を絶する高波で
あったことにびっくり。その他にも、有名な大型客船や
武蔵と同様な戦艦「霧島」「日向」、１万ｔ級大型巡洋
艦は重巡「羽黒・鳥海・三隅・筑摩･･･等」の帝国海軍
の約半数近くを占め、呉・横須賀とともに連合艦隊の
中心的な建造所となっていたことを知りました。

　次は、武蔵建造ドックの対岸にあるグラバー園に向
かいました。最初に大浦天主堂に入りましたが、その内
部はステンドグラスの光が差し込む荘厳ともいえるよう
な佇まいの中、心が洗われるような何とも表現し難い
気持ちになります。そこから徒歩ですぐの所に有名な旧
グラバー邸があり、自由に見学できるようになっていて、
展示物や調度品、写真等から明治時代初期の雰囲気
がこちらにも伝わってくるようです。グラバー氏のおかげ
で、日本は産業の近代化が進んだといわれ、造船・採
炭技術の伝道、製茶貿易、国産ビール醸造技術（麒麟
麦酒株式会社を創設）等、日本に対する貢献は並々な
らぬ程のものであった事がよく分かりました。またこの
グラバー園から眺める周囲の景色は最高で、対岸の造
船関係の建物も含めてほぼ長崎市の全体が眺められ、
爆心地に近い浦上天主堂も見えました。
　昼食後は、眼鏡橋・べっ甲店を経て長崎港から五島

列島の南に位置する福江島へ向けて出発。時速80㎞
の高速船に乗り、福江港で下船後堂崎天主堂に立ち寄
り、２日目の予定を終了。帰路の途中に堂崎天主堂の
すぐ近くの岸壁の下で、弱い津波のように潮が満ちてく
るのを発見するとともにその速さに驚かされました。こ
の日は満月で地球に最接近（平均距離約38.4万㎞に対
して今夜は約35.8万㎞で、大きい月に見える）、もうすぐ
昇る時刻になり、月の引力による潮の干満現象（潮汐）
をこの目で見て自然現象に畏敬の念を抱くとともに、非
常に感慨深いものとなりました。岸の水位の色違い模
様から干満差は２～３ｍ程度かも。この日の夜は囲炉
裏のような場所で炉端焼きの夕食。何ともいえない心
地よい雰囲気で盛り上がり、イカ、ホタテ、美豚、イサキ
という焼き魚等をおいしく頂きました。

　第３日目の朝は、昨夜からの荒れ模様が少し残って
いましたが、出発する頃には穏やかな天気になり、まず
はひと安心ということで教会めぐりの好日になりまし
た。福江港から隣の久賀島の旧五輪教会までは貸切高
速海上タクシー船。波が高く大揺れで潮の流れも速く、
波しぶきが窓に強く打ち付けスリル満点の乗り心地でし
た。周りの風景は山陰浦富海岸にそっくりでリアス式海
岸になっていました。江戸時代の大村藩から入植され
た潜伏キリシタンの旧五輪教会は一見民家のようで、珍
しい初期の建築様式でした。島も多く点在し利便性を
考え、当時は船を使うことが日常茶飯事であったため、
ここも含めて海に面している教会がほとんどだったそう
です。（五島列島内約50の教会堂があり、天井が蝙蝠
傘を広げたような形が特徴）何年もの間の厳しい弾圧
や迫害、投獄、監視の目などから逃れてここまで至った
経緯を聞くにつれ、心のよりどころとしての信仰に対す
る人々の根強い思いは、異なる宗教を持つ人にはとうて
い理解出来ないかもしれません。島内では、カトリック
の方が多いように感じられるが、実際は五島市の人口
約４万人中８％で３千人程度だそうです。
　福江港にいったん帰った後は、福江島の中腹の斜面
に広がる十字架山と呼ばれる様々な形の14の白い十字

鳥取教弘友の会研修旅行　【長崎・五島２泊３日の旅】
中部地区　鳥羽　哲久

会 員 の 声

架が立つ水ノ（之）浦教会へ直行。ここに建っているヨ
ハネゴトウの像の説明内容も含め、昨日午後からの専
属ガイドさんの解説は、教会に関係した銅像の指の様
子の謂われまでこと細かく、納得のいくまで丁寧に話さ
れていました。

　島の東側を走っている途中の風光明媚な高浜海水浴
場で、黒い迷彩色のゴムボートが海岸にあり、陸上自衛
隊の上陸演習の様な風景が見られました。若い隊員は
着替えの最中でこれから始まるか終わりなのか分かり
ませんでしたが、楽しそうなリラックスした感じでした。
　島内で最初のレンガ造りの井持浦教会には、本場ル
ルド（南仏のピレネー山麓の町）の奇跡の聖水なるもの
が有り、ガイドさんの話によると、その昔聖水を飲むと

治療困難な難病が治ったということでした。聞いて信じ
られずに半信半疑。しかし、せっかく来たので試飲しま
した。これで少しは病気にかからないだろうと自己満足
した気分になりました。
　この後は、福江空港から鳥取への帰路になりまし
た。最新型カナダ製のプロペラ機で、上空の雲間から
見た東シナ海の色はとても澄んだ紺色でした。110年前
の日露戦争後期５月27日の早朝、ロシアのバルチック
艦隊が福江島の沖北東70㎞付近を通過し、翌28日ま
でに日本連合艦隊によってほとんどのロシア軍艦が沈
没のため全滅したとのこと。多くの貴重な遺産、伝統、
歴史を残してきた長崎の旅は一生涯の思い出となりま
した。
　最後に、今回の旅行を計画された教弘友の会旅行委
員の方、JTB・添乗員さん等ありがとうございました。

　昨年まで家庭の事情で家を空けることができず、久
しぶりの長崎を楽しみに初めて研修旅行に参加した。
　第１日目、10月25日（日）の早朝より倉吉駅・鳥取
駅・米子駅を出発して、旅行団（含む添乗員）23名が岡
山駅で合流する。長崎駅で結団式を行い、タクシーの
車窓から路面電車、出島を眺め長崎桟橋へ移動する。
天候に恵まれ、いよいよ長崎港から約19㎞の洋上に浮
かぶ世界遺産（明治産業革命遺産）の軍艦島へ向か
い、上陸する。「軍艦島」の名で知られる端島は、岩礁
にすぎなかったこの島で石炭が発見され、明治23年に
三菱が買収してから石炭産業で活況極めた人工島。普
段の「軍艦島」は、天候や波・風などの様子で年間100
日ぐらいしか上陸できないそうだ。
　上陸後、埋め立てによって拡張された島には、炭坑
施設と高層集合住宅が建設され、島影が「戦艦土佐」
に似ていたことから「軍艦島」と呼ばれるようになる。

島には学校はもちろん、映画館、パチンコ屋、スナック
まであり、鉱員の給与は当時の平均水準の1.5倍から２
倍ほどだったといわれ、その他、社宅の家賃、光熱費、
長崎本土を行き来する船の運賃が無料など破格の待遇

び　 と ん
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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　28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　  42名　　3,675万円

　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国・県
　　　　立学校33校及び私立高校６校の計39校
　　　・募集人員　39名　
    　　・給付者（20万円給付）23校 23名

　　　　　　　 （10万円給付）16校 32名　
　

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成27年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　＜851,370円＞
　 ①学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　 10万円　（１件）
　　○ 伯耆町立岸本中学校 校長　箕浦　昭彦
　　　「学校教育目標実現に向けた取り組み」
　　　 ～道徳教育と他の教育活動をリンクさせて～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 校長　田村　　穣
　　　「学校評価を活用した学校づくり」
　　　～PDCAによる組織力強化の試み～
　　○ 日南町立日南小学校 校長　中島　昭生
　　　「21世紀型スキルを身につけた児童の育成」
　　　 ～地域素材を活用した「ふるさと学習」の推進を通して～
　　○ 米子市立淀江小学校 校長　安達　義昭

　　　「子どもと共につくる学校生活　子どもが育
　　　  つ学級づくり」
　 　 　～学級会（話し合い活動）の思考に役立つ
　　　　  「可視化・操作化・構造化」の実践を通して～
　　○ 米子市立就将小学校 校長　田中　由美
　　　「小学校国語科における対話を取り入れた授
　　　 業モデルに関する一考察」
　　○ 八頭町立郡家西小学校 校長　加藤　邦雄
　　　「数学的な表現力を高める指導の工夫」
　　　 ～子どもの思考をつなげる手立て～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（５件）
　　○ 日吉津村立日吉津小学校 校長　金田　和寿
　　　「質の高い学び合いのある授業の創造」
　　　 ～算数科のジャンプのある課題実践を通して～
　　○ 日野町立黒坂小学校 校長　神庭　賢一
　　　「地域の自然を愛し、積極的に自然に関わろう
　　　 とする児童の育成」
　　　 ～科学する場の開発と場作り、科学する子ども
　　　　 を育てる授業実践を通して～
　　○ 倉吉市立上小鴨小学校 校長　吉岡　裕子
　　　「共に学び、共に高まろうとする児童の育成」
　　　 ～言語活動を通して、思考力・表現力を育てる
　　　　  算数学習～
　　○ 南部町立南部中学校 校長　伊藤　静也
　　　「『自律』と『共生』のできる生徒の育成をめざして」
　　　 ～協同の理念が協働を生んだ～
　　○ 鳥取市立稲葉山小学校 校長　倉本　一弘
　　　「豊かにつながり合い、学び合い、高め合う子ど
　　　 もの育成」
　　　 ～言葉を通して豊かにつながる国語科学習～
　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　  　10万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取工業高等学校 教諭　桒原　　崇
         「知識基盤社会を生き抜く力をもつ生徒の育成
　　　 を考えた授業実践」
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（３件）
　　○ 伯耆町立岸本小学校 教諭　奥田　律夫
         ｢発達障害のある児童への指導と支援」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 教諭　奥定　克拓
         ｢『伝え合い学び合う』授業の創造を目指して」
          ～「世界一美しいぼくの村」の実践を通して～
　　○ 倉吉市立西中学校 教諭　岸田なごみ
         ｢学級経営における班の活用法について」

　【奨 励 賞】　　　　２万円　（３件）
　　○ 八頭町立八頭中学校 教諭　仲谷　洋一
         ｢地域に根ざし地域に生きる生徒の育成を目指して」
         ～中学校の特別支援学級の生活単元学習を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校
　　　　　　　　　教諭　安宅　和子・小山　元司
         ｢生徒の心に寄り添い、学習活動への動機づけ
　　　 を高める授業づくりのあり方」

　　　　   ～病弱特別支援学校高等部における心を育
　　　　 てる授業実践からの提案～
　　○ 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 
 教諭　戸國　義樹
         ｢自尊感情の伸長と人格完成への取り組み」
　　　　   ～手話パフォーマンス甲子園参加の取り組み
　　　　 等を通じて～

 （２）第21回　公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
　◇学校部門（奨励賞）
　　○ 八頭町立八東小学校 校長　安住　順一
　　　｢自らの学びを　実感する学習の創造」
　　　 ～体育科を中心として　主体的に学び合う
　　　　 子どもをめざして～
　　○ 倉吉市立河北中学校 校長　八田　　学
　　　｢集団とのかかわりを通して、自ら考える生徒を
　　　  育てる」
　　　 ～河北中学校の１年間を通して、めざす授業の
　　　　  形『河北の学び』をつくる～
　◇個人部門（奨励賞）
　　○ 鳥取市立東中学校 教諭　神波　　徹
　　　｢知的好奇心を引き出し、学ぶ喜びが実感できる
　　　  授業づくり」
　　　 ～コース別少人数指導を活かした数学的問題
　　　　  解決学習の実践を通して～

（３）第32回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金の推薦
　◇学校研究（採択）
　　○ 米子市立福米東小学校 校長　浦林　　実
　　　「豊かな心と確かな学力をもつたくましい子どもの育成」
　　　 ～道徳の時間を要として、広がれ はあとふる東っ子～
　◇個人研究（採択）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 教諭　吉田　陽子
　　　｢英語授業におけるＩＣＴの活用」

　２ 教育研究助成
 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①贈呈校         ＜28校…280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞

　　【小学校】助成校数16校
　　○ 鳥取市立倉田小学校 校長　西墻　雅江
　　　｢学びの自立と協働をめざして」
　　○ 鳥取市立湖山小学校 校長　福田　悦育
　　　｢共に学びやさしくたくましい湖山っ子の育成」
　　○ 鳥取市立湖南学園小学校 校長　片山　敬子
　　　｢９年間の学びの連続性を活かした英語教育の
　　　 推進」
　　○ 鳥取市立鹿野小学校 校長　西垣　和子
　　　｢魅力ある単元づくりを通して、みんながつなが
　　　  り最後までたくましく学ぶ鹿野っ子の育成」
　　○ 岩美町立岩美南小学校 校長　濵津　良輔

　　　｢しっかり聞き、じっくり考え、自信を持って
　　　  伝える子どもの育成」
　　○ 八頭町立船岡小学校 校長　村山　洋子
　　　｢力強く未来を拓く子ども」
　　○ 八頭町立安部小学校 校長　上島　逸子
　　　｢豊かに心を育み、自ら学び考える子どもの育成」
　　○ 倉吉市立上灘小学校 校長　北村　秀徳
　　　｢子ども同士が認め合い、支え合いながら、よ
　　　 りよい学校生活を築こうとする学級づくり・
　　　 集団活動の工夫」
　　○ 倉吉市立小鴨小学校 校長　新川　裕二
　　　｢学びに活力　子どもに笑顔のある授業づくり」
　　○ 倉吉市立上北条小学校 校長　山根　弘二
　　　｢感謝の気持ちを大切にして、進んで課題を見
　　　 いだし、解決しようとする児童の育成」
　　○ 米子市立明道小学校 校長　福村　隆司
　　　｢アクティブラーニングをめざした授業改善」
　　○ 米子市立河崎小学校 校長　田中　豊昭 
　　　｢伝え合い　認め合い　高め合う河崎の子」
　　○ 米子市立成実小学校 校長　中尾　　真
　　　｢自ら考え、学び合う　なるみっ子の育成」
　　○ 境港市立境小学校 校長　松田　寛彦
　　　｢よりよく問題を解決する力を育てる生活科・
　　　  総合的な学習の時間」
　　○ 伯耆町立八郷小学校 校長　池山　圭吾
　　　｢個に応じた確かな学力の定着と人間関係力の育成」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 校長　小澤　敦彦
　　　｢生き生きと学び合い、高め合う児童の育成」

　　【中学校】助成校数８校
　　○ 鳥取市立南中学校 校長　小椋　幸人
　　　｢「生きる」・「いのち」「バイマーヤンジンさんの思い」」
　　○ 鳥取市立河原中学校 校長　田中　祐二
　　　｢生徒が主体となる授業の創造」
　　○ 鳥取市立気高中学校 校長　山本　博美
　　　｢自ら考え、豊かに表現する生徒の育成」
　　○ 倉吉市立西中学校 校長　加藤　晋彦
　　　｢『言語活動の充実』の一環として、NIE（教育
　　　 に新聞を）教育の推進を図る」
　　○ 琴浦町立東伯中学校 校長　中尾　昭二
　　　｢魅力ある学校図書館運営の工夫」
　　○ 米子市立弓ヶ浜中学校 校長　黒安　達彦
　　　｢語り合い、学びあい、支え合いながら仲間と
　　　 ともに高め合う生徒の育成」
　　○ 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 
 校長　足立　祥一
　　　｢自他を大切にし、互いに関わり合い、学び合う
　　　  生徒の育成」
　　○ 境港市立第三中学校 校長　渡邉　憲二
　　　｢繋がり、支え、高め学び合う生徒の育成」

　　【県立学校】助成校数　〔４校〕

　　○ 鳥取湖陵高等学校 校長　谷　　輝久
　　　｢ダンス部「第８回日本高校ダンス部選手権スーパーカップ
　　　　DANCE STADIUM　近畿・中国・四国地区予選大会
　　　  （神戸市）」（文部科学省後援・高体連後援）への出場」
　　○ 智頭農林高等学校 教諭　小林　　徹
　　　｢タブレット端末の活用による「学び直し」の
　　　 充実に向けた学校独自問題の作成と搭載」
　　○ 米子西高等学校 教諭　山口　明美
　　　｢芸術科コラボレーション授業における美術・
　　　 書道の協同学習」
　　○ 米子工業高等学校 教諭　南家由紀久
　　　｢少年少女ロボットセミナー in 米子2015」に
　　　 おける小中高大連携」

 　（２）教育団体研究助成　＜285.8万円＞
　　　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
　　　県私立中学高等学校教頭会  5万円  
　　　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   110.8万円

　（３）教育研究大会助成　＜80万円＞
　　　○第19回中国地区小学校理科教育研究大会鳥取大会並びに
　　　　　第18回鳥取県小学校理科教育研究大会　　　 10万円
　　　○第65回全国公立小・中学校女性校長会全国
　　　　研究協議大会鳥取大会 15万円
　　　○平成27年度中国５県高等学校農業教育研究大会
         　　 第62回全国高等学校農場協会中国支部大会 10万円
　　　○第56回（平成27年度）中国地区高等学校定時
　　　　制通信制教育振興会大会  8万円
　　　○第53回中国・四国地区中学校技術・家庭科
　　　　研究大会 15万円
　　　○第51回中国地方放送教育研究大会
　　　　＜鳥取（米子）大会＞ 12万円
　　　○中国教育オーディオロジー研究協議会
　　　　第12回夏季研修会 10万円

　３　教育出版　
　　⑴教育実践研究論文集第９号の発刊

＜889,920円＞

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　＜63.2万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会  30万円
 　　　　基調講演
　　　　　　「ふるさとの体験と育ち」
　　　　　　　講　師　土井　康作
　　　　　　　　　　　  　  （鳥取大学地域学部地域教育学科教授）
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　　「地域コミュニティ（ふるさと）とPTA」
　　　　　　　コーディネーター
　　　　　　　　山代　　豊
　　　　　　　　　鳥取県ＰＴＡ協議会　会長
　　　　　　　パネリスト
　　　　　　　　福壽みどり
　　　　　　　　　平成28年度開校予定の福部未来学園PTA
　　　　　　　　前田　良二
　　　　　　　　　琴浦町立船上小学校PTA前会長
　　　　　　　　岩田　リカ
　　　　　　　　　南部町立南部中学校ＰＴＡ副会長
　　　　　　　　福田　範史
　　　　　　　　　鳥取県教育委員会 小中学校課 課長補佐
　　　　　　　　大呂　延幸
　　　　　　　　　鳥取県PTA協議会ブロック理事
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「高校生が直面しているネット社会の現実を正しく知り
　　　　　　　　　　子供の将来のために“今できること”を考えよう！」
　　　　　講師　尾花　紀子
　　　　　　　　　（ネット教育アナリスト 安心ネットづくり
　　　　　　　　　促進協議会 普及啓発副委員長）
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 3.2万円
            研究テーマ「聴覚障がいの正しい理解と手話について」
            内容・ミニ手話講座の実施
　　　　　（聴覚障がいのある方との接し方）
　　　　　（基本的な会話に必要な手話の練習）
　　　　　（障がい種による違い、圏域による違い等の調整と集約）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第48回青少年育成県民大会
　　　 ■第37回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気な青少年のステージ
　　　　・鳥取市立倉田小学校　デコクラブ
　　　　　円通寺人形芝居保存会「演目　平井権八」
 　　　■講演　「子どもに伝えるために、大人に知って
　　　　　　　　ほしいこと」
　　　　　　～三つの権利侵害とペアレンタルコントロールの大切さ～

　　　　　講師　長谷川陽子（情報教育アナリスト）
　（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、333泊、264名、987,000円でした。
　ご利用方法は以下のとおりです。

（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94名の加入者が有り、保険金の支
払いは３件（44,572円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段を上がっていた時、バランスを崩し踏み外して、
落下した。（傷害）継続中
・自宅前の道が凍結していたので、滑って転んで後
頭部を強打した。（傷害）
・鮎釣りをしていて、仕掛けを交換の為、竿を収める
時に竿が折れた。（携行品）
・カメラを誤って落としてしまい、故障した。（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 鳥取教弘 0857-26-5334）

平成27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

3,000円
2,000円

3,000円
2,000円

泊　数宿泊施設 会　員 家　族

 平成27年度加入件数 832

（平成26年度加入件数） （830)

2件の増
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であったとか。エネルギー革命により石炭から石油に移
ったことで衰退の途をたどり、最盛期には約5300人が
住んでいたが昭和49年に閉山する。そして今、廃墟と化
し、崩壊してゆく光景を目の前にすると何とも言えない
気持ちになり、滅びゆく海上産業都市は、近代日本の
遺産であると強く感じた。天然温泉を持つリゾートホテ
ルで宿泊し、夕食時に各自の自己紹介やカラオケなども
あり、わきあいあいのうちに終了する。
　第２日目は、三菱重工業長崎造船所史料館（鋳物を
造るための木型工場跡）へ行き、明治31年築造された
赤レンガの建物で、江戸時代の終わり頃から現在にい
たるまでの長崎造船所の歴史がわかる史料を展示して
いた。その後、大浦天主堂を見学、徳川幕府の禁教令
によってキリシタン弾圧が始まり、島原・天草一揆など
を通してキリシタンは根絶やしになったはずが聖教者
不在の250年間、潜伏キリシタンとして信仰を守り続け
てきた不屈の信仰心がすごい。次は、日本最古の木造
洋風建築の旧グラバー園へ。日本の近代化に多大なる
影響を与えたトーマス・グラバー氏が、接客用に建てた
屋敷のため、坂本龍馬や伊藤博文、岩﨑弥太郎、五代
友厚などが訪れたという。昼食は、「四海楼」でちゃん
ぽんの元祖の味に舌つづみを打つ。

　その後、長崎港からフェリーで約２時間かけて五島列
島の福江島へ上陸。福江島はかなり大きな島で、港に
は海上保安庁や警察関係の船舶が係留していた。貸切
バスでボランティアガイドの案内で、明治のキリシタン禁
制の解除後に五島カトリック復活の拠点となり、五島
最古の赤れんがの堂崎教会を見学する。ホテルに移動
後、夕食は古民家の「椿茶屋」で囲炉裏を囲んで五島
名産を食べる。
　第３日目は、海上タクシーで約30分乗船して久賀島
の旧五輪教会堂へ。とても教会に見えない和風造りで
あった。往復の船上からは多くの島々が見え、長崎県は
島の数では日本一なのがよくわかる気がした。帰港後
は、青い空と海に純白の聖堂が映える水ノ浦教会を見
学。現在の聖堂は、木造教会堂としては国内最大規模

という。その後は、明治初期にキリシタンの迫害の嵐が
吹き荒れた時に、五島の中で唯一迫害を逃れた地区に
建つ島内における初めてのレンガ造りの井持浦教会を
見学する。昨日からのボランティアガイドの方が、なんと
長崎教弘友の会の会員であったことに驚いた。博多駅
で解団式をして帰路についた。
　今回の研修旅行は、長崎の世界遺産「明治産業革
命遺産」と「教会関連遺産」を見学して、幕末から明治
時代の短期間に西洋の技術を導入し、産業の発展を成
し遂げた日本人の底力を実感できた。また、長崎のキリ
スト教の歴史や弾圧と潜伏、復活を遂げ、五島の潜伏
キリシタンは、ほとんどが外洋から開拓移民として渡っ
てきたことがよくわかった。
　最後に、添乗員さんをはじめ終始和やかに行動し、
共に楽しい研修旅行にして下さった参加者の皆様に感
謝いたします。

　今回の研修旅行は、個人で行くことが困難な地域と
いうことで、すぐに申し込みました。何といっても世界文
化遺産の軍艦島、戦艦武蔵建造の三菱長崎造船所、グ
ラバー園、五島列島、多くの教会・天主堂等、見ごたえ
ある観光地が多かったということもその理由の１つでし
た。そのうえ、航空機・特急列車・ジェットフォイル（高
速船舶）・タクシー船・バス・タクシー等全ての乗り物を
使った旅も初めての経験でした。
　第１日目は、特急スーパーはくと２号、新幹線のさくら
号、特急かもめ号（長崎本線）と乗り継ぎ、長崎駅に到
着したのが昼の１時頃。約６時間座りっぱなしのために
少し疲れた感じでしたが、楽しみにしていた長崎港か
らの軍艦島クルーズがあるため、疲れも吹き飛びまし
た。
　長崎港から端島（軍艦島）までの約40分間は、快適
な乗り心地の高速船でした。途中に見られる観光名所
や三菱長崎造船所の施設設備、キリシタン関係のこと、
端島（軍艦島）の由来等を船内アナウンスで紹介。大正
10年に建造された戦艦「土佐」がワシントン軍縮条約に
より廃艦処分される時の姿を見た時、遠くから見た端
島が軍艦そっくりということで、その名が付いたというこ
とでした。
　端島が近くなるにつれて外観は旧帝国海軍の戦艦と
そっくりで、艦体のような岸壁、艦橋に似たコンクリート
廃墟、その風化した色は軍艦そのもの。船を接岸する前
に島の周囲を巡り、色々な施設の外観を眺め、上陸す
る前の事前知識を受け、注意を聞きました。波が少しあ
り、揺れる船から下りると、目の前には幽霊が居るよう
な瓦礫の建物が見えるだけ。ここに、かって5,300名余
りの炭鉱関係の人々が暮らしていたとは考えられませ
ん。最近の映画、テレビのコマーシャルなどに出ている

「進撃の巨人」の舞台にも使われていることを船内の
VTR視聴で初めて気づかされました。
　島の周囲約1200ｍ、面積約6300㎡の中に最大5300
名住んでいたという驚愕の数字だけでなく、人口密度
が当時の東京の９倍、有名な海底炭鉱採掘の深さが
1100ｍ日本初の鉄筋コンクリート造りの９～10階高層
集合住宅、小中学校一緒でエレベーター付きの７階建
て校舎、病院、娯楽施設、スーパーマーケット等は、そ
の当時の最先端であったことにも驚かされました。炭鉱
で働く方の給与も公務員より高く裕福な暮らしで、ＴＶ
など電化製品も多く購入できて充実。中には微笑まし
い話もあり、交番の牢屋は酔いつぶれて暴れるお父さ
んが頭を冷やす場所だったということ。台風が毎回接
近して高波の被害があるにもかかわらず大波見物をし
ていたこと。給料の一部をパチンコ屋で使って三菱の
利益になるお金の還元になるなどのお話が印象に残り
ました。

　第１日目の「長崎やすらぎ伊王島」ホテルは、今まで
入ったことのないモダンなコテージ風の造りで、東シナ
海（五島灘）を一望できる部屋は一般的なホテルより
広 と々していて、心休まる空間でした。夕食の宴会場は
別棟、自己紹介等で終始和やかな雰囲気の懇親会とな
りました。
　第２日目の朝食は、バイキング料理で多くのご馳走が
あり、美味な献立ということもあり、欲張って食べ過ぎ
ました。これが原因で昼食の料理が一部食べられなく
なりました。
　第２日目最初の研修場所は、待ちに待った三菱重工
長崎造船所史料館でした。昭和20年の米軍の爆撃や
原子爆弾にもびくともしなかった赤レンガの造りは、後

にもわたって世界に自慢できる日本の技術だと思いま
す。館内の目玉である発電機や船舶の心臓部であり動
力の中心となる蒸気タービンの実物、主な建造船舶の
写真・模型・三菱の創設者である岩﨑弥太郎の関係史
料が多く展示してありました。奥に展示してあった本物
の91式魚雷は、内部の構造まで精密に分かるようにカ
ットモデルになっていて感動し、以前行った江田島の旧
海軍兵学校に展示してあった魚雷よりも、価値あるもの
でした。そして、当時世界最大の戦艦武蔵（大和の姉
妹艦）を建造したドックは今でもその威容を誇っている
ようでした。昭和15年の戦艦武蔵の進水式では、湾内
の民家に津波のような大波が押し寄せ多くの被害が出
たそうですが、最高機密であったためにただの高波で
かたづけられたそうです。実際は想像を絶する高波で
あったことにびっくり。その他にも、有名な大型客船や
武蔵と同様な戦艦「霧島」「日向」、１万ｔ級大型巡洋
艦は重巡「羽黒・鳥海・三隅・筑摩･･･等」の帝国海軍
の約半数近くを占め、呉・横須賀とともに連合艦隊の
中心的な建造所となっていたことを知りました。

　次は、武蔵建造ドックの対岸にあるグラバー園に向
かいました。最初に大浦天主堂に入りましたが、その内
部はステンドグラスの光が差し込む荘厳ともいえるよう
な佇まいの中、心が洗われるような何とも表現し難い
気持ちになります。そこから徒歩ですぐの所に有名な旧
グラバー邸があり、自由に見学できるようになっていて、
展示物や調度品、写真等から明治時代初期の雰囲気
がこちらにも伝わってくるようです。グラバー氏のおかげ
で、日本は産業の近代化が進んだといわれ、造船・採
炭技術の伝道、製茶貿易、国産ビール醸造技術（麒麟
麦酒株式会社を創設）等、日本に対する貢献は並々な
らぬ程のものであった事がよく分かりました。またこの
グラバー園から眺める周囲の景色は最高で、対岸の造
船関係の建物も含めてほぼ長崎市の全体が眺められ、
爆心地に近い浦上天主堂も見えました。
　昼食後は、眼鏡橋・べっ甲店を経て長崎港から五島

列島の南に位置する福江島へ向けて出発。時速80㎞
の高速船に乗り、福江港で下船後堂崎天主堂に立ち寄
り、２日目の予定を終了。帰路の途中に堂崎天主堂の
すぐ近くの岸壁の下で、弱い津波のように潮が満ちてく
るのを発見するとともにその速さに驚かされました。こ
の日は満月で地球に最接近（平均距離約38.4万㎞に対
して今夜は約35.8万㎞で、大きい月に見える）、もうすぐ
昇る時刻になり、月の引力による潮の干満現象（潮汐）
をこの目で見て自然現象に畏敬の念を抱くとともに、非
常に感慨深いものとなりました。岸の水位の色違い模
様から干満差は２～３ｍ程度かも。この日の夜は囲炉
裏のような場所で炉端焼きの夕食。何ともいえない心
地よい雰囲気で盛り上がり、イカ、ホタテ、美豚、イサキ
という焼き魚等をおいしく頂きました。

　第３日目の朝は、昨夜からの荒れ模様が少し残って
いましたが、出発する頃には穏やかな天気になり、まず
はひと安心ということで教会めぐりの好日になりまし
た。福江港から隣の久賀島の旧五輪教会までは貸切高
速海上タクシー船。波が高く大揺れで潮の流れも速く、
波しぶきが窓に強く打ち付けスリル満点の乗り心地でし
た。周りの風景は山陰浦富海岸にそっくりでリアス式海
岸になっていました。江戸時代の大村藩から入植され
た潜伏キリシタンの旧五輪教会は一見民家のようで、珍
しい初期の建築様式でした。島も多く点在し利便性を
考え、当時は船を使うことが日常茶飯事であったため、
ここも含めて海に面している教会がほとんどだったそう
です。（五島列島内約50の教会堂があり、天井が蝙蝠
傘を広げたような形が特徴）何年もの間の厳しい弾圧
や迫害、投獄、監視の目などから逃れてここまで至った
経緯を聞くにつれ、心のよりどころとしての信仰に対す
る人々の根強い思いは、異なる宗教を持つ人にはとうて
い理解出来ないかもしれません。島内では、カトリック
の方が多いように感じられるが、実際は五島市の人口
約４万人中８％で３千人程度だそうです。
　福江港にいったん帰った後は、福江島の中腹の斜面
に広がる十字架山と呼ばれる様々な形の14の白い十字

鳥取教弘友の会研修旅行　【長崎・五島２泊３日の旅】
中部地区　鳥羽　哲久

会 員 の 声

架が立つ水ノ（之）浦教会へ直行。ここに建っているヨ
ハネゴトウの像の説明内容も含め、昨日午後からの専
属ガイドさんの解説は、教会に関係した銅像の指の様
子の謂われまでこと細かく、納得のいくまで丁寧に話さ
れていました。

　島の東側を走っている途中の風光明媚な高浜海水浴
場で、黒い迷彩色のゴムボートが海岸にあり、陸上自衛
隊の上陸演習の様な風景が見られました。若い隊員は
着替えの最中でこれから始まるか終わりなのか分かり
ませんでしたが、楽しそうなリラックスした感じでした。
　島内で最初のレンガ造りの井持浦教会には、本場ル
ルド（南仏のピレネー山麓の町）の奇跡の聖水なるもの
が有り、ガイドさんの話によると、その昔聖水を飲むと

治療困難な難病が治ったということでした。聞いて信じ
られずに半信半疑。しかし、せっかく来たので試飲しま
した。これで少しは病気にかからないだろうと自己満足
した気分になりました。
　この後は、福江空港から鳥取への帰路になりまし
た。最新型カナダ製のプロペラ機で、上空の雲間から
見た東シナ海の色はとても澄んだ紺色でした。110年前
の日露戦争後期５月27日の早朝、ロシアのバルチック
艦隊が福江島の沖北東70㎞付近を通過し、翌28日ま
でに日本連合艦隊によってほとんどのロシア軍艦が沈
没のため全滅したとのこと。多くの貴重な遺産、伝統、
歴史を残してきた長崎の旅は一生涯の思い出となりま
した。
　最後に、今回の旅行を計画された教弘友の会旅行委
員の方、JTB・添乗員さん等ありがとうございました。

　昨年まで家庭の事情で家を空けることができず、久
しぶりの長崎を楽しみに初めて研修旅行に参加した。
　第１日目、10月25日（日）の早朝より倉吉駅・鳥取
駅・米子駅を出発して、旅行団（含む添乗員）23名が岡
山駅で合流する。長崎駅で結団式を行い、タクシーの
車窓から路面電車、出島を眺め長崎桟橋へ移動する。
天候に恵まれ、いよいよ長崎港から約19㎞の洋上に浮
かぶ世界遺産（明治産業革命遺産）の軍艦島へ向か
い、上陸する。「軍艦島」の名で知られる端島は、岩礁
にすぎなかったこの島で石炭が発見され、明治23年に
三菱が買収してから石炭産業で活況極めた人工島。普
段の「軍艦島」は、天候や波・風などの様子で年間100
日ぐらいしか上陸できないそうだ。
　上陸後、埋め立てによって拡張された島には、炭坑
施設と高層集合住宅が建設され、島影が「戦艦土佐」
に似ていたことから「軍艦島」と呼ばれるようになる。

島には学校はもちろん、映画館、パチンコ屋、スナック
まであり、鉱員の給与は当時の平均水準の1.5倍から２
倍ほどだったといわれ、その他、社宅の家賃、光熱費、
長崎本土を行き来する船の運賃が無料など破格の待遇

び　 と ん
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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　28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　  42名　　3,675万円

　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国・県
　　　　立学校33校及び私立高校６校の計39校
　　　・募集人員　39名　
    　　・給付者（20万円給付）23校 23名

　　　　　　　 （10万円給付）16校 32名　
　

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成27年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　＜851,370円＞
　 ①学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　 10万円　（１件）
　　○ 伯耆町立岸本中学校 校長　箕浦　昭彦
　　　「学校教育目標実現に向けた取り組み」
　　　 ～道徳教育と他の教育活動をリンクさせて～
　　【優 秀 賞】　　　５万円　（５件）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 校長　田村　　穣
　　　「学校評価を活用した学校づくり」
　　　～PDCAによる組織力強化の試み～
　　○ 日南町立日南小学校 校長　中島　昭生
　　　「21世紀型スキルを身につけた児童の育成」
　　　 ～地域素材を活用した「ふるさと学習」の推進を通して～
　　○ 米子市立淀江小学校 校長　安達　義昭

　　　「子どもと共につくる学校生活　子どもが育
　　　  つ学級づくり」
　 　 　～学級会（話し合い活動）の思考に役立つ
　　　　  「可視化・操作化・構造化」の実践を通して～
　　○ 米子市立就将小学校 校長　田中　由美
　　　「小学校国語科における対話を取り入れた授
　　　 業モデルに関する一考察」
　　○ 八頭町立郡家西小学校 校長　加藤　邦雄
　　　「数学的な表現力を高める指導の工夫」
　　　 ～子どもの思考をつなげる手立て～
　【奨 励 賞】　　　３万円　（５件）
　　○ 日吉津村立日吉津小学校 校長　金田　和寿
　　　「質の高い学び合いのある授業の創造」
　　　 ～算数科のジャンプのある課題実践を通して～
　　○ 日野町立黒坂小学校 校長　神庭　賢一
　　　「地域の自然を愛し、積極的に自然に関わろう
　　　 とする児童の育成」
　　　 ～科学する場の開発と場作り、科学する子ども
　　　　 を育てる授業実践を通して～
　　○ 倉吉市立上小鴨小学校 校長　吉岡　裕子
　　　「共に学び、共に高まろうとする児童の育成」
　　　 ～言語活動を通して、思考力・表現力を育てる
　　　　  算数学習～
　　○ 南部町立南部中学校 校長　伊藤　静也
　　　「『自律』と『共生』のできる生徒の育成をめざして」
　　　 ～協同の理念が協働を生んだ～
　　○ 鳥取市立稲葉山小学校 校長　倉本　一弘
　　　「豊かにつながり合い、学び合い、高め合う子ど
　　　 もの育成」
　　　 ～言葉を通して豊かにつながる国語科学習～
　②個人研究（グループ研究を含む）
　【最優秀賞】　　  　10万円　（１件）
　　○ 鳥取県立鳥取工業高等学校 教諭　桒原　　崇
         「知識基盤社会を生き抜く力をもつ生徒の育成
　　　 を考えた授業実践」
　【優 秀 賞】　　　　５万円　（３件）
　　○ 伯耆町立岸本小学校 教諭　奥田　律夫
         ｢発達障害のある児童への指導と支援」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 教諭　奥定　克拓
         ｢『伝え合い学び合う』授業の創造を目指して」
          ～「世界一美しいぼくの村」の実践を通して～
　　○ 倉吉市立西中学校 教諭　岸田なごみ
         ｢学級経営における班の活用法について」

　【奨 励 賞】　　　　２万円　（３件）
　　○ 八頭町立八頭中学校 教諭　仲谷　洋一
         ｢地域に根ざし地域に生きる生徒の育成を目指して」
         ～中学校の特別支援学級の生活単元学習を通して～
　　○ 鳥取県立鳥取養護学校
　　　　　　　　　教諭　安宅　和子・小山　元司
         ｢生徒の心に寄り添い、学習活動への動機づけ
　　　 を高める授業づくりのあり方」

　　　　   ～病弱特別支援学校高等部における心を育
　　　　 てる授業実践からの提案～
　　○ 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 
 教諭　戸國　義樹
         ｢自尊感情の伸長と人格完成への取り組み」
　　　　   ～手話パフォーマンス甲子園参加の取り組み
　　　　 等を通じて～

 （２）第21回　公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
　◇学校部門（奨励賞）
　　○ 八頭町立八東小学校 校長　安住　順一
　　　｢自らの学びを　実感する学習の創造」
　　　 ～体育科を中心として　主体的に学び合う
　　　　 子どもをめざして～
　　○ 倉吉市立河北中学校 校長　八田　　学
　　　｢集団とのかかわりを通して、自ら考える生徒を
　　　  育てる」
　　　 ～河北中学校の１年間を通して、めざす授業の
　　　　  形『河北の学び』をつくる～
　◇個人部門（奨励賞）
　　○ 鳥取市立東中学校 教諭　神波　　徹
　　　｢知的好奇心を引き出し、学ぶ喜びが実感できる
　　　  授業づくり」
　　　 ～コース別少人数指導を活かした数学的問題
　　　　  解決学習の実践を通して～

（３）第32回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金の推薦
　◇学校研究（採択）
　　○ 米子市立福米東小学校 校長　浦林　　実
　　　「豊かな心と確かな学力をもつたくましい子どもの育成」
　　　 ～道徳の時間を要として、広がれ はあとふる東っ子～
　◇個人研究（採択）
　　○ 鳥取市立中ノ郷中学校 教諭　吉田　陽子
　　　｢英語授業におけるＩＣＴの活用」

　２ 教育研究助成
 （１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　 ①贈呈校         ＜28校…280万円＞
　　　＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞

　　【小学校】助成校数16校
　　○ 鳥取市立倉田小学校 校長　西墻　雅江
　　　｢学びの自立と協働をめざして」
　　○ 鳥取市立湖山小学校 校長　福田　悦育
　　　｢共に学びやさしくたくましい湖山っ子の育成」
　　○ 鳥取市立湖南学園小学校 校長　片山　敬子
　　　｢９年間の学びの連続性を活かした英語教育の
　　　 推進」
　　○ 鳥取市立鹿野小学校 校長　西垣　和子
　　　｢魅力ある単元づくりを通して、みんながつなが
　　　  り最後までたくましく学ぶ鹿野っ子の育成」
　　○ 岩美町立岩美南小学校 校長　濵津　良輔

　　　｢しっかり聞き、じっくり考え、自信を持って
　　　  伝える子どもの育成」
　　○ 八頭町立船岡小学校 校長　村山　洋子
　　　｢力強く未来を拓く子ども」
　　○ 八頭町立安部小学校 校長　上島　逸子
　　　｢豊かに心を育み、自ら学び考える子どもの育成」
　　○ 倉吉市立上灘小学校 校長　北村　秀徳
　　　｢子ども同士が認め合い、支え合いながら、よ
　　　 りよい学校生活を築こうとする学級づくり・
　　　 集団活動の工夫」
　　○ 倉吉市立小鴨小学校 校長　新川　裕二
　　　｢学びに活力　子どもに笑顔のある授業づくり」
　　○ 倉吉市立上北条小学校 校長　山根　弘二
　　　｢感謝の気持ちを大切にして、進んで課題を見
　　　 いだし、解決しようとする児童の育成」
　　○ 米子市立明道小学校 校長　福村　隆司
　　　｢アクティブラーニングをめざした授業改善」
　　○ 米子市立河崎小学校 校長　田中　豊昭 
　　　｢伝え合い　認め合い　高め合う河崎の子」
　　○ 米子市立成実小学校 校長　中尾　　真
　　　｢自ら考え、学び合う　なるみっ子の育成」
　　○ 境港市立境小学校 校長　松田　寛彦
　　　｢よりよく問題を解決する力を育てる生活科・
　　　  総合的な学習の時間」
　　○ 伯耆町立八郷小学校 校長　池山　圭吾
　　　｢個に応じた確かな学力の定着と人間関係力の育成」
　　○ 伯耆町立溝口小学校 校長　小澤　敦彦
　　　｢生き生きと学び合い、高め合う児童の育成」

　　【中学校】助成校数８校
　　○ 鳥取市立南中学校 校長　小椋　幸人
　　　｢「生きる」・「いのち」「バイマーヤンジンさんの思い」」
　　○ 鳥取市立河原中学校 校長　田中　祐二
　　　｢生徒が主体となる授業の創造」
　　○ 鳥取市立気高中学校 校長　山本　博美
　　　｢自ら考え、豊かに表現する生徒の育成」
　　○ 倉吉市立西中学校 校長　加藤　晋彦
　　　｢『言語活動の充実』の一環として、NIE（教育
　　　 に新聞を）教育の推進を図る」
　　○ 琴浦町立東伯中学校 校長　中尾　昭二
　　　｢魅力ある学校図書館運営の工夫」
　　○ 米子市立弓ヶ浜中学校 校長　黒安　達彦
　　　｢語り合い、学びあい、支え合いながら仲間と
　　　 ともに高め合う生徒の育成」
　　○ 米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 
 校長　足立　祥一
　　　｢自他を大切にし、互いに関わり合い、学び合う
　　　  生徒の育成」
　　○ 境港市立第三中学校 校長　渡邉　憲二
　　　｢繋がり、支え、高め学び合う生徒の育成」

　　【県立学校】助成校数　〔４校〕

　　○ 鳥取湖陵高等学校 校長　谷　　輝久
　　　｢ダンス部「第８回日本高校ダンス部選手権スーパーカップ
　　　　DANCE STADIUM　近畿・中国・四国地区予選大会
　　　  （神戸市）」（文部科学省後援・高体連後援）への出場」
　　○ 智頭農林高等学校 教諭　小林　　徹
　　　｢タブレット端末の活用による「学び直し」の
　　　 充実に向けた学校独自問題の作成と搭載」
　　○ 米子西高等学校 教諭　山口　明美
　　　｢芸術科コラボレーション授業における美術・
　　　 書道の協同学習」
　　○ 米子工業高等学校 教諭　南家由紀久
　　　｢少年少女ロボットセミナー in 米子2015」に
　　　 おける小中高大連携」

 　（２）教育団体研究助成　＜285.8万円＞
　　　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
　　　県私立中学高等学校教頭会  5万円  
　　　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   110.8万円

　（３）教育研究大会助成　＜80万円＞
　　　○第19回中国地区小学校理科教育研究大会鳥取大会並びに
　　　　　第18回鳥取県小学校理科教育研究大会　　　 10万円
　　　○第65回全国公立小・中学校女性校長会全国
　　　　研究協議大会鳥取大会 15万円
　　　○平成27年度中国５県高等学校農業教育研究大会
         　　 第62回全国高等学校農場協会中国支部大会 10万円
　　　○第56回（平成27年度）中国地区高等学校定時
　　　　制通信制教育振興会大会  8万円
　　　○第53回中国・四国地区中学校技術・家庭科
　　　　研究大会 15万円
　　　○第51回中国地方放送教育研究大会
　　　　＜鳥取（米子）大会＞ 12万円
　　　○中国教育オーディオロジー研究協議会
　　　　第12回夏季研修会 10万円

　３　教育出版　
　　⑴教育実践研究論文集第９号の発刊

＜889,920円＞

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　＜63.2万円＞
　　　○ 鳥取県ＰＴＡ協議会  30万円
 　　　　基調講演
　　　　　　「ふるさとの体験と育ち」
　　　　　　　講　師　土井　康作
　　　　　　　　　　　  　  （鳥取大学地域学部地域教育学科教授）
 　　　　パネルディスカッション
　　　　　　「地域コミュニティ（ふるさと）とPTA」
　　　　　　　コーディネーター
　　　　　　　　山代　　豊
　　　　　　　　　鳥取県ＰＴＡ協議会　会長
　　　　　　　パネリスト
　　　　　　　　福壽みどり
　　　　　　　　　平成28年度開校予定の福部未来学園PTA
　　　　　　　　前田　良二
　　　　　　　　　琴浦町立船上小学校PTA前会長
　　　　　　　　岩田　リカ
　　　　　　　　　南部町立南部中学校ＰＴＡ副会長
　　　　　　　　福田　範史
　　　　　　　　　鳥取県教育委員会 小中学校課 課長補佐
　　　　　　　　大呂　延幸
　　　　　　　　　鳥取県PTA協議会ブロック理事
　　　○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 　    20万円
            　演題「高校生が直面しているネット社会の現実を正しく知り
　　　　　　　　　　子供の将来のために“今できること”を考えよう！」
　　　　　講師　尾花　紀子
　　　　　　　　　（ネット教育アナリスト 安心ネットづくり
　　　　　　　　　促進協議会 普及啓発副委員長）
　　　○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 3.2万円
            研究テーマ「聴覚障がいの正しい理解と手話について」
            内容・ミニ手話講座の実施
　　　　　（聴覚障がいのある方との接し方）
　　　　　（基本的な会話に必要な手話の練習）
　　　　　（障がい種による違い、圏域による違い等の調整と集約）
　　　○ 青少年育成県民会議 10万円
             第48回青少年育成県民大会
　　　 ■第37回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞
　　　　 受賞者による発表
 　　　■元気な青少年のステージ
　　　　・鳥取市立倉田小学校　デコクラブ
　　　　　円通寺人形芝居保存会「演目　平井権八」
 　　　■講演　「子どもに伝えるために、大人に知って
　　　　　　　　ほしいこと」
　　　　　　～三つの権利侵害とペアレンタルコントロールの大切さ～

　　　　　講師　長谷川陽子（情報教育アナリスト）
　（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、333泊、264名、987,000円でした。
　ご利用方法は以下のとおりです。

（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94名の加入者が有り、保険金の支
払いは３件（44,572円）でした。
＜フルガード支払例＞
・階段を上がっていた時、バランスを崩し踏み外して、
落下した。（傷害）継続中
・自宅前の道が凍結していたので、滑って転んで後
頭部を強打した。（傷害）
・鮎釣りをしていて、仕掛けを交換の為、竿を収める
時に竿が折れた。（携行品）
・カメラを誤って落としてしまい、故障した。（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 鳥取教弘 0857-26-5334）

平成27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

3,000円
2,000円

3,000円
2,000円

泊　数宿泊施設 会　員 家　族

 平成27年度加入件数 832

（平成26年度加入件数） （830)

2件の増

7 8

であったとか。エネルギー革命により石炭から石油に移
ったことで衰退の途をたどり、最盛期には約5300人が
住んでいたが昭和49年に閉山する。そして今、廃墟と化
し、崩壊してゆく光景を目の前にすると何とも言えない
気持ちになり、滅びゆく海上産業都市は、近代日本の
遺産であると強く感じた。天然温泉を持つリゾートホテ
ルで宿泊し、夕食時に各自の自己紹介やカラオケなども
あり、わきあいあいのうちに終了する。
　第２日目は、三菱重工業長崎造船所史料館（鋳物を
造るための木型工場跡）へ行き、明治31年築造された
赤レンガの建物で、江戸時代の終わり頃から現在にい
たるまでの長崎造船所の歴史がわかる史料を展示して
いた。その後、大浦天主堂を見学、徳川幕府の禁教令
によってキリシタン弾圧が始まり、島原・天草一揆など
を通してキリシタンは根絶やしになったはずが聖教者
不在の250年間、潜伏キリシタンとして信仰を守り続け
てきた不屈の信仰心がすごい。次は、日本最古の木造
洋風建築の旧グラバー園へ。日本の近代化に多大なる
影響を与えたトーマス・グラバー氏が、接客用に建てた
屋敷のため、坂本龍馬や伊藤博文、岩﨑弥太郎、五代
友厚などが訪れたという。昼食は、「四海楼」でちゃん
ぽんの元祖の味に舌つづみを打つ。

　その後、長崎港からフェリーで約２時間かけて五島列
島の福江島へ上陸。福江島はかなり大きな島で、港に
は海上保安庁や警察関係の船舶が係留していた。貸切
バスでボランティアガイドの案内で、明治のキリシタン禁
制の解除後に五島カトリック復活の拠点となり、五島
最古の赤れんがの堂崎教会を見学する。ホテルに移動
後、夕食は古民家の「椿茶屋」で囲炉裏を囲んで五島
名産を食べる。
　第３日目は、海上タクシーで約30分乗船して久賀島
の旧五輪教会堂へ。とても教会に見えない和風造りで
あった。往復の船上からは多くの島々が見え、長崎県は
島の数では日本一なのがよくわかる気がした。帰港後
は、青い空と海に純白の聖堂が映える水ノ浦教会を見
学。現在の聖堂は、木造教会堂としては国内最大規模

という。その後は、明治初期にキリシタンの迫害の嵐が
吹き荒れた時に、五島の中で唯一迫害を逃れた地区に
建つ島内における初めてのレンガ造りの井持浦教会を
見学する。昨日からのボランティアガイドの方が、なんと
長崎教弘友の会の会員であったことに驚いた。博多駅
で解団式をして帰路についた。
　今回の研修旅行は、長崎の世界遺産「明治産業革
命遺産」と「教会関連遺産」を見学して、幕末から明治
時代の短期間に西洋の技術を導入し、産業の発展を成
し遂げた日本人の底力を実感できた。また、長崎のキリ
スト教の歴史や弾圧と潜伏、復活を遂げ、五島の潜伏
キリシタンは、ほとんどが外洋から開拓移民として渡っ
てきたことがよくわかった。
　最後に、添乗員さんをはじめ終始和やかに行動し、
共に楽しい研修旅行にして下さった参加者の皆様に感
謝いたします。

　今回の研修旅行は、個人で行くことが困難な地域と
いうことで、すぐに申し込みました。何といっても世界文
化遺産の軍艦島、戦艦武蔵建造の三菱長崎造船所、グ
ラバー園、五島列島、多くの教会・天主堂等、見ごたえ
ある観光地が多かったということもその理由の１つでし
た。そのうえ、航空機・特急列車・ジェットフォイル（高
速船舶）・タクシー船・バス・タクシー等全ての乗り物を
使った旅も初めての経験でした。
　第１日目は、特急スーパーはくと２号、新幹線のさくら
号、特急かもめ号（長崎本線）と乗り継ぎ、長崎駅に到
着したのが昼の１時頃。約６時間座りっぱなしのために
少し疲れた感じでしたが、楽しみにしていた長崎港か
らの軍艦島クルーズがあるため、疲れも吹き飛びまし
た。
　長崎港から端島（軍艦島）までの約40分間は、快適
な乗り心地の高速船でした。途中に見られる観光名所
や三菱長崎造船所の施設設備、キリシタン関係のこと、
端島（軍艦島）の由来等を船内アナウンスで紹介。大正
10年に建造された戦艦「土佐」がワシントン軍縮条約に
より廃艦処分される時の姿を見た時、遠くから見た端
島が軍艦そっくりということで、その名が付いたというこ
とでした。
　端島が近くなるにつれて外観は旧帝国海軍の戦艦と
そっくりで、艦体のような岸壁、艦橋に似たコンクリート
廃墟、その風化した色は軍艦そのもの。船を接岸する前
に島の周囲を巡り、色々な施設の外観を眺め、上陸す
る前の事前知識を受け、注意を聞きました。波が少しあ
り、揺れる船から下りると、目の前には幽霊が居るよう
な瓦礫の建物が見えるだけ。ここに、かって5,300名余
りの炭鉱関係の人々が暮らしていたとは考えられませ
ん。最近の映画、テレビのコマーシャルなどに出ている

「進撃の巨人」の舞台にも使われていることを船内の
VTR視聴で初めて気づかされました。
　島の周囲約1200ｍ、面積約6300㎡の中に最大5300
名住んでいたという驚愕の数字だけでなく、人口密度
が当時の東京の９倍、有名な海底炭鉱採掘の深さが
1100ｍ日本初の鉄筋コンクリート造りの９～10階高層
集合住宅、小中学校一緒でエレベーター付きの７階建
て校舎、病院、娯楽施設、スーパーマーケット等は、そ
の当時の最先端であったことにも驚かされました。炭鉱
で働く方の給与も公務員より高く裕福な暮らしで、ＴＶ
など電化製品も多く購入できて充実。中には微笑まし
い話もあり、交番の牢屋は酔いつぶれて暴れるお父さ
んが頭を冷やす場所だったということ。台風が毎回接
近して高波の被害があるにもかかわらず大波見物をし
ていたこと。給料の一部をパチンコ屋で使って三菱の
利益になるお金の還元になるなどのお話が印象に残り
ました。

　第１日目の「長崎やすらぎ伊王島」ホテルは、今まで
入ったことのないモダンなコテージ風の造りで、東シナ
海（五島灘）を一望できる部屋は一般的なホテルより
広 と々していて、心休まる空間でした。夕食の宴会場は
別棟、自己紹介等で終始和やかな雰囲気の懇親会とな
りました。
　第２日目の朝食は、バイキング料理で多くのご馳走が
あり、美味な献立ということもあり、欲張って食べ過ぎ
ました。これが原因で昼食の料理が一部食べられなく
なりました。
　第２日目最初の研修場所は、待ちに待った三菱重工
長崎造船所史料館でした。昭和20年の米軍の爆撃や
原子爆弾にもびくともしなかった赤レンガの造りは、後

にもわたって世界に自慢できる日本の技術だと思いま
す。館内の目玉である発電機や船舶の心臓部であり動
力の中心となる蒸気タービンの実物、主な建造船舶の
写真・模型・三菱の創設者である岩﨑弥太郎の関係史
料が多く展示してありました。奥に展示してあった本物
の91式魚雷は、内部の構造まで精密に分かるようにカ
ットモデルになっていて感動し、以前行った江田島の旧
海軍兵学校に展示してあった魚雷よりも、価値あるもの
でした。そして、当時世界最大の戦艦武蔵（大和の姉
妹艦）を建造したドックは今でもその威容を誇っている
ようでした。昭和15年の戦艦武蔵の進水式では、湾内
の民家に津波のような大波が押し寄せ多くの被害が出
たそうですが、最高機密であったためにただの高波で
かたづけられたそうです。実際は想像を絶する高波で
あったことにびっくり。その他にも、有名な大型客船や
武蔵と同様な戦艦「霧島」「日向」、１万ｔ級大型巡洋
艦は重巡「羽黒・鳥海・三隅・筑摩･･･等」の帝国海軍
の約半数近くを占め、呉・横須賀とともに連合艦隊の
中心的な建造所となっていたことを知りました。

　次は、武蔵建造ドックの対岸にあるグラバー園に向
かいました。最初に大浦天主堂に入りましたが、その内
部はステンドグラスの光が差し込む荘厳ともいえるよう
な佇まいの中、心が洗われるような何とも表現し難い
気持ちになります。そこから徒歩ですぐの所に有名な旧
グラバー邸があり、自由に見学できるようになっていて、
展示物や調度品、写真等から明治時代初期の雰囲気
がこちらにも伝わってくるようです。グラバー氏のおかげ
で、日本は産業の近代化が進んだといわれ、造船・採
炭技術の伝道、製茶貿易、国産ビール醸造技術（麒麟
麦酒株式会社を創設）等、日本に対する貢献は並々な
らぬ程のものであった事がよく分かりました。またこの
グラバー園から眺める周囲の景色は最高で、対岸の造
船関係の建物も含めてほぼ長崎市の全体が眺められ、
爆心地に近い浦上天主堂も見えました。
　昼食後は、眼鏡橋・べっ甲店を経て長崎港から五島

列島の南に位置する福江島へ向けて出発。時速80㎞
の高速船に乗り、福江港で下船後堂崎天主堂に立ち寄
り、２日目の予定を終了。帰路の途中に堂崎天主堂の
すぐ近くの岸壁の下で、弱い津波のように潮が満ちてく
るのを発見するとともにその速さに驚かされました。こ
の日は満月で地球に最接近（平均距離約38.4万㎞に対
して今夜は約35.8万㎞で、大きい月に見える）、もうすぐ
昇る時刻になり、月の引力による潮の干満現象（潮汐）
をこの目で見て自然現象に畏敬の念を抱くとともに、非
常に感慨深いものとなりました。岸の水位の色違い模
様から干満差は２～３ｍ程度かも。この日の夜は囲炉
裏のような場所で炉端焼きの夕食。何ともいえない心
地よい雰囲気で盛り上がり、イカ、ホタテ、美豚、イサキ
という焼き魚等をおいしく頂きました。

　第３日目の朝は、昨夜からの荒れ模様が少し残って
いましたが、出発する頃には穏やかな天気になり、まず
はひと安心ということで教会めぐりの好日になりまし
た。福江港から隣の久賀島の旧五輪教会までは貸切高
速海上タクシー船。波が高く大揺れで潮の流れも速く、
波しぶきが窓に強く打ち付けスリル満点の乗り心地でし
た。周りの風景は山陰浦富海岸にそっくりでリアス式海
岸になっていました。江戸時代の大村藩から入植され
た潜伏キリシタンの旧五輪教会は一見民家のようで、珍
しい初期の建築様式でした。島も多く点在し利便性を
考え、当時は船を使うことが日常茶飯事であったため、
ここも含めて海に面している教会がほとんどだったそう
です。（五島列島内約50の教会堂があり、天井が蝙蝠
傘を広げたような形が特徴）何年もの間の厳しい弾圧
や迫害、投獄、監視の目などから逃れてここまで至った
経緯を聞くにつれ、心のよりどころとしての信仰に対す
る人々の根強い思いは、異なる宗教を持つ人にはとうて
い理解出来ないかもしれません。島内では、カトリック
の方が多いように感じられるが、実際は五島市の人口
約４万人中８％で３千人程度だそうです。
　福江港にいったん帰った後は、福江島の中腹の斜面
に広がる十字架山と呼ばれる様々な形の14の白い十字

鳥取教弘友の会研修旅行　【長崎・五島２泊３日の旅】
中部地区　鳥羽　哲久

会 員 の 声

架が立つ水ノ（之）浦教会へ直行。ここに建っているヨ
ハネゴトウの像の説明内容も含め、昨日午後からの専
属ガイドさんの解説は、教会に関係した銅像の指の様
子の謂われまでこと細かく、納得のいくまで丁寧に話さ
れていました。

　島の東側を走っている途中の風光明媚な高浜海水浴
場で、黒い迷彩色のゴムボートが海岸にあり、陸上自衛
隊の上陸演習の様な風景が見られました。若い隊員は
着替えの最中でこれから始まるか終わりなのか分かり
ませんでしたが、楽しそうなリラックスした感じでした。
　島内で最初のレンガ造りの井持浦教会には、本場ル
ルド（南仏のピレネー山麓の町）の奇跡の聖水なるもの
が有り、ガイドさんの話によると、その昔聖水を飲むと

治療困難な難病が治ったということでした。聞いて信じ
られずに半信半疑。しかし、せっかく来たので試飲しま
した。これで少しは病気にかからないだろうと自己満足
した気分になりました。
　この後は、福江空港から鳥取への帰路になりまし
た。最新型カナダ製のプロペラ機で、上空の雲間から
見た東シナ海の色はとても澄んだ紺色でした。110年前
の日露戦争後期５月27日の早朝、ロシアのバルチック
艦隊が福江島の沖北東70㎞付近を通過し、翌28日ま
でに日本連合艦隊によってほとんどのロシア軍艦が沈
没のため全滅したとのこと。多くの貴重な遺産、伝統、
歴史を残してきた長崎の旅は一生涯の思い出となりま
した。
　最後に、今回の旅行を計画された教弘友の会旅行委
員の方、JTB・添乗員さん等ありがとうございました。

　昨年まで家庭の事情で家を空けることができず、久
しぶりの長崎を楽しみに初めて研修旅行に参加した。
　第１日目、10月25日（日）の早朝より倉吉駅・鳥取
駅・米子駅を出発して、旅行団（含む添乗員）23名が岡
山駅で合流する。長崎駅で結団式を行い、タクシーの
車窓から路面電車、出島を眺め長崎桟橋へ移動する。
天候に恵まれ、いよいよ長崎港から約19㎞の洋上に浮
かぶ世界遺産（明治産業革命遺産）の軍艦島へ向か
い、上陸する。「軍艦島」の名で知られる端島は、岩礁
にすぎなかったこの島で石炭が発見され、明治23年に
三菱が買収してから石炭産業で活況極めた人工島。普
段の「軍艦島」は、天候や波・風などの様子で年間100
日ぐらいしか上陸できないそうだ。
　上陸後、埋め立てによって拡張された島には、炭坑
施設と高層集合住宅が建設され、島影が「戦艦土佐」
に似ていたことから「軍艦島」と呼ばれるようになる。

島には学校はもちろん、映画館、パチンコ屋、スナック
まであり、鉱員の給与は当時の平均水準の1.5倍から２
倍ほどだったといわれ、その他、社宅の家賃、光熱費、
長崎本土を行き来する船の運賃が無料など破格の待遇

び　 と ん
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であったとか。エネルギー革命により石炭から石油に移
ったことで衰退の途をたどり、最盛期には約5300人が
住んでいたが昭和49年に閉山する。そして今、廃墟と化
し、崩壊してゆく光景を目の前にすると何とも言えない
気持ちになり、滅びゆく海上産業都市は、近代日本の
遺産であると強く感じた。天然温泉を持つリゾートホテ
ルで宿泊し、夕食時に各自の自己紹介やカラオケなども
あり、わきあいあいのうちに終了する。
　第２日目は、三菱重工業長崎造船所史料館（鋳物を
造るための木型工場跡）へ行き、明治31年築造された
赤レンガの建物で、江戸時代の終わり頃から現在にい
たるまでの長崎造船所の歴史がわかる史料を展示して
いた。その後、大浦天主堂を見学、徳川幕府の禁教令
によってキリシタン弾圧が始まり、島原・天草一揆など
を通してキリシタンは根絶やしになったはずが聖教者
不在の250年間、潜伏キリシタンとして信仰を守り続け
てきた不屈の信仰心がすごい。次は、日本最古の木造
洋風建築の旧グラバー園へ。日本の近代化に多大なる
影響を与えたトーマス・グラバー氏が、接客用に建てた
屋敷のため、坂本龍馬や伊藤博文、岩﨑弥太郎、五代
友厚などが訪れたという。昼食は、「四海楼」でちゃん
ぽんの元祖の味に舌つづみを打つ。

　その後、長崎港からフェリーで約２時間かけて五島列
島の福江島へ上陸。福江島はかなり大きな島で、港に
は海上保安庁や警察関係の船舶が係留していた。貸切
バスでボランティアガイドの案内で、明治のキリシタン禁
制の解除後に五島カトリック復活の拠点となり、五島
最古の赤れんがの堂崎教会を見学する。ホテルに移動
後、夕食は古民家の「椿茶屋」で囲炉裏を囲んで五島
名産を食べる。
　第３日目は、海上タクシーで約30分乗船して久賀島
の旧五輪教会堂へ。とても教会に見えない和風造りで
あった。往復の船上からは多くの島々が見え、長崎県は
島の数では日本一なのがよくわかる気がした。帰港後
は、青い空と海に純白の聖堂が映える水ノ浦教会を見
学。現在の聖堂は、木造教会堂としては国内最大規模

という。その後は、明治初期にキリシタンの迫害の嵐が
吹き荒れた時に、五島の中で唯一迫害を逃れた地区に
建つ島内における初めてのレンガ造りの井持浦教会を
見学する。昨日からのボランティアガイドの方が、なんと
長崎教弘友の会の会員であったことに驚いた。博多駅
で解団式をして帰路についた。
　今回の研修旅行は、長崎の世界遺産「明治産業革
命遺産」と「教会関連遺産」を見学して、幕末から明治
時代の短期間に西洋の技術を導入し、産業の発展を成
し遂げた日本人の底力を実感できた。また、長崎のキリ
スト教の歴史や弾圧と潜伏、復活を遂げ、五島の潜伏
キリシタンは、ほとんどが外洋から開拓移民として渡っ
てきたことがよくわかった。
　最後に、添乗員さんをはじめ終始和やかに行動し、
共に楽しい研修旅行にして下さった参加者の皆様に感
謝いたします。

　今回の研修旅行は、個人で行くことが困難な地域と
いうことで、すぐに申し込みました。何といっても世界文
化遺産の軍艦島、戦艦武蔵建造の三菱長崎造船所、グ
ラバー園、五島列島、多くの教会・天主堂等、見ごたえ
ある観光地が多かったということもその理由の１つでし
た。そのうえ、航空機・特急列車・ジェットフォイル（高
速船舶）・タクシー船・バス・タクシー等全ての乗り物を
使った旅も初めての経験でした。
　第１日目は、特急スーパーはくと２号、新幹線のさくら
号、特急かもめ号（長崎本線）と乗り継ぎ、長崎駅に到
着したのが昼の１時頃。約６時間座りっぱなしのために
少し疲れた感じでしたが、楽しみにしていた長崎港か
らの軍艦島クルーズがあるため、疲れも吹き飛びまし
た。
　長崎港から端島（軍艦島）までの約40分間は、快適
な乗り心地の高速船でした。途中に見られる観光名所
や三菱長崎造船所の施設設備、キリシタン関係のこと、
端島（軍艦島）の由来等を船内アナウンスで紹介。大正
10年に建造された戦艦「土佐」がワシントン軍縮条約に
より廃艦処分される時の姿を見た時、遠くから見た端
島が軍艦そっくりということで、その名が付いたというこ
とでした。
　端島が近くなるにつれて外観は旧帝国海軍の戦艦と
そっくりで、艦体のような岸壁、艦橋に似たコンクリート
廃墟、その風化した色は軍艦そのもの。船を接岸する前
に島の周囲を巡り、色々な施設の外観を眺め、上陸す
る前の事前知識を受け、注意を聞きました。波が少しあ
り、揺れる船から下りると、目の前には幽霊が居るよう
な瓦礫の建物が見えるだけ。ここに、かって5,300名余
りの炭鉱関係の人々が暮らしていたとは考えられませ
ん。最近の映画、テレビのコマーシャルなどに出ている

「進撃の巨人」の舞台にも使われていることを船内の
VTR視聴で初めて気づかされました。
　島の周囲約1200ｍ、面積約6300㎡の中に最大5300
名住んでいたという驚愕の数字だけでなく、人口密度
が当時の東京の９倍、有名な海底炭鉱採掘の深さが
1100ｍ日本初の鉄筋コンクリート造りの９～10階高層
集合住宅、小中学校一緒でエレベーター付きの７階建
て校舎、病院、娯楽施設、スーパーマーケット等は、そ
の当時の最先端であったことにも驚かされました。炭鉱
で働く方の給与も公務員より高く裕福な暮らしで、ＴＶ
など電化製品も多く購入できて充実。中には微笑まし
い話もあり、交番の牢屋は酔いつぶれて暴れるお父さ
んが頭を冷やす場所だったということ。台風が毎回接
近して高波の被害があるにもかかわらず大波見物をし
ていたこと。給料の一部をパチンコ屋で使って三菱の
利益になるお金の還元になるなどのお話が印象に残り
ました。

　第１日目の「長崎やすらぎ伊王島」ホテルは、今まで
入ったことのないモダンなコテージ風の造りで、東シナ
海（五島灘）を一望できる部屋は一般的なホテルより
広 と々していて、心休まる空間でした。夕食の宴会場は
別棟、自己紹介等で終始和やかな雰囲気の懇親会とな
りました。
　第２日目の朝食は、バイキング料理で多くのご馳走が
あり、美味な献立ということもあり、欲張って食べ過ぎ
ました。これが原因で昼食の料理が一部食べられなく
なりました。
　第２日目最初の研修場所は、待ちに待った三菱重工
長崎造船所史料館でした。昭和20年の米軍の爆撃や
原子爆弾にもびくともしなかった赤レンガの造りは、後

にもわたって世界に自慢できる日本の技術だと思いま
す。館内の目玉である発電機や船舶の心臓部であり動
力の中心となる蒸気タービンの実物、主な建造船舶の
写真・模型・三菱の創設者である岩﨑弥太郎の関係史
料が多く展示してありました。奥に展示してあった本物
の91式魚雷は、内部の構造まで精密に分かるようにカ
ットモデルになっていて感動し、以前行った江田島の旧
海軍兵学校に展示してあった魚雷よりも、価値あるもの
でした。そして、当時世界最大の戦艦武蔵（大和の姉
妹艦）を建造したドックは今でもその威容を誇っている
ようでした。昭和15年の戦艦武蔵の進水式では、湾内
の民家に津波のような大波が押し寄せ多くの被害が出
たそうですが、最高機密であったためにただの高波で
かたづけられたそうです。実際は想像を絶する高波で
あったことにびっくり。その他にも、有名な大型客船や
武蔵と同様な戦艦「霧島」「日向」、１万ｔ級大型巡洋
艦は重巡「羽黒・鳥海・三隅・筑摩･･･等」の帝国海軍
の約半数近くを占め、呉・横須賀とともに連合艦隊の
中心的な建造所となっていたことを知りました。

　次は、武蔵建造ドックの対岸にあるグラバー園に向
かいました。最初に大浦天主堂に入りましたが、その内
部はステンドグラスの光が差し込む荘厳ともいえるよう
な佇まいの中、心が洗われるような何とも表現し難い
気持ちになります。そこから徒歩ですぐの所に有名な旧
グラバー邸があり、自由に見学できるようになっていて、
展示物や調度品、写真等から明治時代初期の雰囲気
がこちらにも伝わってくるようです。グラバー氏のおかげ
で、日本は産業の近代化が進んだといわれ、造船・採
炭技術の伝道、製茶貿易、国産ビール醸造技術（麒麟
麦酒株式会社を創設）等、日本に対する貢献は並々な
らぬ程のものであった事がよく分かりました。またこの
グラバー園から眺める周囲の景色は最高で、対岸の造
船関係の建物も含めてほぼ長崎市の全体が眺められ、
爆心地に近い浦上天主堂も見えました。
　昼食後は、眼鏡橋・べっ甲店を経て長崎港から五島

列島の南に位置する福江島へ向けて出発。時速80㎞
の高速船に乗り、福江港で下船後堂崎天主堂に立ち寄
り、２日目の予定を終了。帰路の途中に堂崎天主堂の
すぐ近くの岸壁の下で、弱い津波のように潮が満ちてく
るのを発見するとともにその速さに驚かされました。こ
の日は満月で地球に最接近（平均距離約38.4万㎞に対
して今夜は約35.8万㎞で、大きい月に見える）、もうすぐ
昇る時刻になり、月の引力による潮の干満現象（潮汐）
をこの目で見て自然現象に畏敬の念を抱くとともに、非
常に感慨深いものとなりました。岸の水位の色違い模
様から干満差は２～３ｍ程度かも。この日の夜は囲炉
裏のような場所で炉端焼きの夕食。何ともいえない心
地よい雰囲気で盛り上がり、イカ、ホタテ、美豚、イサキ
という焼き魚等をおいしく頂きました。

　第３日目の朝は、昨夜からの荒れ模様が少し残って
いましたが、出発する頃には穏やかな天気になり、まず
はひと安心ということで教会めぐりの好日になりまし
た。福江港から隣の久賀島の旧五輪教会までは貸切高
速海上タクシー船。波が高く大揺れで潮の流れも速く、
波しぶきが窓に強く打ち付けスリル満点の乗り心地でし
た。周りの風景は山陰浦富海岸にそっくりでリアス式海
岸になっていました。江戸時代の大村藩から入植され
た潜伏キリシタンの旧五輪教会は一見民家のようで、珍
しい初期の建築様式でした。島も多く点在し利便性を
考え、当時は船を使うことが日常茶飯事であったため、
ここも含めて海に面している教会がほとんどだったそう
です。（五島列島内約50の教会堂があり、天井が蝙蝠
傘を広げたような形が特徴）何年もの間の厳しい弾圧
や迫害、投獄、監視の目などから逃れてここまで至った
経緯を聞くにつれ、心のよりどころとしての信仰に対す
る人々の根強い思いは、異なる宗教を持つ人にはとうて
い理解出来ないかもしれません。島内では、カトリック
の方が多いように感じられるが、実際は五島市の人口
約４万人中８％で３千人程度だそうです。
　福江港にいったん帰った後は、福江島の中腹の斜面
に広がる十字架山と呼ばれる様々な形の14の白い十字

架が立つ水ノ（之）浦教会へ直行。ここに建っているヨ
ハネゴトウの像の説明内容も含め、昨日午後からの専
属ガイドさんの解説は、教会に関係した銅像の指の様
子の謂われまでこと細かく、納得のいくまで丁寧に話さ
れていました。

　島の東側を走っている途中の風光明媚な高浜海水浴
場で、黒い迷彩色のゴムボートが海岸にあり、陸上自衛
隊の上陸演習の様な風景が見られました。若い隊員は
着替えの最中でこれから始まるか終わりなのか分かり
ませんでしたが、楽しそうなリラックスした感じでした。
　島内で最初のレンガ造りの井持浦教会には、本場ル
ルド（南仏のピレネー山麓の町）の奇跡の聖水なるもの
が有り、ガイドさんの話によると、その昔聖水を飲むと

治療困難な難病が治ったということでした。聞いて信じ
られずに半信半疑。しかし、せっかく来たので試飲しま
した。これで少しは病気にかからないだろうと自己満足
した気分になりました。
　この後は、福江空港から鳥取への帰路になりまし
た。最新型カナダ製のプロペラ機で、上空の雲間から
見た東シナ海の色はとても澄んだ紺色でした。110年前
の日露戦争後期５月27日の早朝、ロシアのバルチック
艦隊が福江島の沖北東70㎞付近を通過し、翌28日ま
でに日本連合艦隊によってほとんどのロシア軍艦が沈
没のため全滅したとのこと。多くの貴重な遺産、伝統、
歴史を残してきた長崎の旅は一生涯の思い出となりま
した。
　最後に、今回の旅行を計画された教弘友の会旅行委
員の方、JTB・添乗員さん等ありがとうございました。

　昨年まで家庭の事情で家を空けることができず、久
しぶりの長崎を楽しみに初めて研修旅行に参加した。
　第１日目、10月25日（日）の早朝より倉吉駅・鳥取
駅・米子駅を出発して、旅行団（含む添乗員）23名が岡
山駅で合流する。長崎駅で結団式を行い、タクシーの
車窓から路面電車、出島を眺め長崎桟橋へ移動する。
天候に恵まれ、いよいよ長崎港から約19㎞の洋上に浮
かぶ世界遺産（明治産業革命遺産）の軍艦島へ向か
い、上陸する。「軍艦島」の名で知られる端島は、岩礁
にすぎなかったこの島で石炭が発見され、明治23年に
三菱が買収してから石炭産業で活況極めた人工島。普
段の「軍艦島」は、天候や波・風などの様子で年間100
日ぐらいしか上陸できないそうだ。
　上陸後、埋め立てによって拡張された島には、炭坑
施設と高層集合住宅が建設され、島影が「戦艦土佐」
に似ていたことから「軍艦島」と呼ばれるようになる。

島には学校はもちろん、映画館、パチンコ屋、スナック
まであり、鉱員の給与は当時の平均水準の1.5倍から２
倍ほどだったといわれ、その他、社宅の家賃、光熱費、
長崎本土を行き来する船の運賃が無料など破格の待遇

「新」世界遺産と世界遺産候補をめぐる“長崎・福江島３日間の旅”
西部地区　足立　忠志

会 員 の 声
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であったとか。エネルギー革命により石炭から石油に移
ったことで衰退の途をたどり、最盛期には約5300人が
住んでいたが昭和49年に閉山する。そして今、廃墟と化
し、崩壊してゆく光景を目の前にすると何とも言えない
気持ちになり、滅びゆく海上産業都市は、近代日本の
遺産であると強く感じた。天然温泉を持つリゾートホテ
ルで宿泊し、夕食時に各自の自己紹介やカラオケなども
あり、わきあいあいのうちに終了する。
　第２日目は、三菱重工業長崎造船所史料館（鋳物を
造るための木型工場跡）へ行き、明治31年築造された
赤レンガの建物で、江戸時代の終わり頃から現在にい
たるまでの長崎造船所の歴史がわかる史料を展示して
いた。その後、大浦天主堂を見学、徳川幕府の禁教令
によってキリシタン弾圧が始まり、島原・天草一揆など
を通してキリシタンは根絶やしになったはずが聖教者
不在の250年間、潜伏キリシタンとして信仰を守り続け
てきた不屈の信仰心がすごい。次は、日本最古の木造
洋風建築の旧グラバー園へ。日本の近代化に多大なる
影響を与えたトーマス・グラバー氏が、接客用に建てた
屋敷のため、坂本龍馬や伊藤博文、岩﨑弥太郎、五代
友厚などが訪れたという。昼食は、「四海楼」でちゃん
ぽんの元祖の味に舌つづみを打つ。

　その後、長崎港からフェリーで約２時間かけて五島列
島の福江島へ上陸。福江島はかなり大きな島で、港に
は海上保安庁や警察関係の船舶が係留していた。貸切
バスでボランティアガイドの案内で、明治のキリシタン禁
制の解除後に五島カトリック復活の拠点となり、五島
最古の赤れんがの堂崎教会を見学する。ホテルに移動
後、夕食は古民家の「椿茶屋」で囲炉裏を囲んで五島
名産を食べる。
　第３日目は、海上タクシーで約30分乗船して久賀島
の旧五輪教会堂へ。とても教会に見えない和風造りで
あった。往復の船上からは多くの島々が見え、長崎県は
島の数では日本一なのがよくわかる気がした。帰港後
は、青い空と海に純白の聖堂が映える水ノ浦教会を見
学。現在の聖堂は、木造教会堂としては国内最大規模

という。その後は、明治初期にキリシタンの迫害の嵐が
吹き荒れた時に、五島の中で唯一迫害を逃れた地区に
建つ島内における初めてのレンガ造りの井持浦教会を
見学する。昨日からのボランティアガイドの方が、なんと
長崎教弘友の会の会員であったことに驚いた。博多駅
で解団式をして帰路についた。
　今回の研修旅行は、長崎の世界遺産「明治産業革
命遺産」と「教会関連遺産」を見学して、幕末から明治
時代の短期間に西洋の技術を導入し、産業の発展を成
し遂げた日本人の底力を実感できた。また、長崎のキリ
スト教の歴史や弾圧と潜伏、復活を遂げ、五島の潜伏
キリシタンは、ほとんどが外洋から開拓移民として渡っ
てきたことがよくわかった。
　最後に、添乗員さんをはじめ終始和やかに行動し、
共に楽しい研修旅行にして下さった参加者の皆様に感
謝いたします。

　今回の研修旅行は、個人で行くことが困難な地域と
いうことで、すぐに申し込みました。何といっても世界文
化遺産の軍艦島、戦艦武蔵建造の三菱長崎造船所、グ
ラバー園、五島列島、多くの教会・天主堂等、見ごたえ
ある観光地が多かったということもその理由の１つでし
た。そのうえ、航空機・特急列車・ジェットフォイル（高
速船舶）・タクシー船・バス・タクシー等全ての乗り物を
使った旅も初めての経験でした。
　第１日目は、特急スーパーはくと２号、新幹線のさくら
号、特急かもめ号（長崎本線）と乗り継ぎ、長崎駅に到
着したのが昼の１時頃。約６時間座りっぱなしのために
少し疲れた感じでしたが、楽しみにしていた長崎港か
らの軍艦島クルーズがあるため、疲れも吹き飛びまし
た。
　長崎港から端島（軍艦島）までの約40分間は、快適
な乗り心地の高速船でした。途中に見られる観光名所
や三菱長崎造船所の施設設備、キリシタン関係のこと、
端島（軍艦島）の由来等を船内アナウンスで紹介。大正
10年に建造された戦艦「土佐」がワシントン軍縮条約に
より廃艦処分される時の姿を見た時、遠くから見た端
島が軍艦そっくりということで、その名が付いたというこ
とでした。
　端島が近くなるにつれて外観は旧帝国海軍の戦艦と
そっくりで、艦体のような岸壁、艦橋に似たコンクリート
廃墟、その風化した色は軍艦そのもの。船を接岸する前
に島の周囲を巡り、色々な施設の外観を眺め、上陸す
る前の事前知識を受け、注意を聞きました。波が少しあ
り、揺れる船から下りると、目の前には幽霊が居るよう
な瓦礫の建物が見えるだけ。ここに、かって5,300名余
りの炭鉱関係の人々が暮らしていたとは考えられませ
ん。最近の映画、テレビのコマーシャルなどに出ている

「進撃の巨人」の舞台にも使われていることを船内の
VTR視聴で初めて気づかされました。
　島の周囲約1200ｍ、面積約6300㎡の中に最大5300
名住んでいたという驚愕の数字だけでなく、人口密度
が当時の東京の９倍、有名な海底炭鉱採掘の深さが
1100ｍ日本初の鉄筋コンクリート造りの９～10階高層
集合住宅、小中学校一緒でエレベーター付きの７階建
て校舎、病院、娯楽施設、スーパーマーケット等は、そ
の当時の最先端であったことにも驚かされました。炭鉱
で働く方の給与も公務員より高く裕福な暮らしで、ＴＶ
など電化製品も多く購入できて充実。中には微笑まし
い話もあり、交番の牢屋は酔いつぶれて暴れるお父さ
んが頭を冷やす場所だったということ。台風が毎回接
近して高波の被害があるにもかかわらず大波見物をし
ていたこと。給料の一部をパチンコ屋で使って三菱の
利益になるお金の還元になるなどのお話が印象に残り
ました。

　第１日目の「長崎やすらぎ伊王島」ホテルは、今まで
入ったことのないモダンなコテージ風の造りで、東シナ
海（五島灘）を一望できる部屋は一般的なホテルより
広 と々していて、心休まる空間でした。夕食の宴会場は
別棟、自己紹介等で終始和やかな雰囲気の懇親会とな
りました。
　第２日目の朝食は、バイキング料理で多くのご馳走が
あり、美味な献立ということもあり、欲張って食べ過ぎ
ました。これが原因で昼食の料理が一部食べられなく
なりました。
　第２日目最初の研修場所は、待ちに待った三菱重工
長崎造船所史料館でした。昭和20年の米軍の爆撃や
原子爆弾にもびくともしなかった赤レンガの造りは、後

にもわたって世界に自慢できる日本の技術だと思いま
す。館内の目玉である発電機や船舶の心臓部であり動
力の中心となる蒸気タービンの実物、主な建造船舶の
写真・模型・三菱の創設者である岩﨑弥太郎の関係史
料が多く展示してありました。奥に展示してあった本物
の91式魚雷は、内部の構造まで精密に分かるようにカ
ットモデルになっていて感動し、以前行った江田島の旧
海軍兵学校に展示してあった魚雷よりも、価値あるもの
でした。そして、当時世界最大の戦艦武蔵（大和の姉
妹艦）を建造したドックは今でもその威容を誇っている
ようでした。昭和15年の戦艦武蔵の進水式では、湾内
の民家に津波のような大波が押し寄せ多くの被害が出
たそうですが、最高機密であったためにただの高波で
かたづけられたそうです。実際は想像を絶する高波で
あったことにびっくり。その他にも、有名な大型客船や
武蔵と同様な戦艦「霧島」「日向」、１万ｔ級大型巡洋
艦は重巡「羽黒・鳥海・三隅・筑摩･･･等」の帝国海軍
の約半数近くを占め、呉・横須賀とともに連合艦隊の
中心的な建造所となっていたことを知りました。

　次は、武蔵建造ドックの対岸にあるグラバー園に向
かいました。最初に大浦天主堂に入りましたが、その内
部はステンドグラスの光が差し込む荘厳ともいえるよう
な佇まいの中、心が洗われるような何とも表現し難い
気持ちになります。そこから徒歩ですぐの所に有名な旧
グラバー邸があり、自由に見学できるようになっていて、
展示物や調度品、写真等から明治時代初期の雰囲気
がこちらにも伝わってくるようです。グラバー氏のおかげ
で、日本は産業の近代化が進んだといわれ、造船・採
炭技術の伝道、製茶貿易、国産ビール醸造技術（麒麟
麦酒株式会社を創設）等、日本に対する貢献は並々な
らぬ程のものであった事がよく分かりました。またこの
グラバー園から眺める周囲の景色は最高で、対岸の造
船関係の建物も含めてほぼ長崎市の全体が眺められ、
爆心地に近い浦上天主堂も見えました。
　昼食後は、眼鏡橋・べっ甲店を経て長崎港から五島

列島の南に位置する福江島へ向けて出発。時速80㎞
の高速船に乗り、福江港で下船後堂崎天主堂に立ち寄
り、２日目の予定を終了。帰路の途中に堂崎天主堂の
すぐ近くの岸壁の下で、弱い津波のように潮が満ちてく
るのを発見するとともにその速さに驚かされました。こ
の日は満月で地球に最接近（平均距離約38.4万㎞に対
して今夜は約35.8万㎞で、大きい月に見える）、もうすぐ
昇る時刻になり、月の引力による潮の干満現象（潮汐）
をこの目で見て自然現象に畏敬の念を抱くとともに、非
常に感慨深いものとなりました。岸の水位の色違い模
様から干満差は２～３ｍ程度かも。この日の夜は囲炉
裏のような場所で炉端焼きの夕食。何ともいえない心
地よい雰囲気で盛り上がり、イカ、ホタテ、美豚、イサキ
という焼き魚等をおいしく頂きました。

　第３日目の朝は、昨夜からの荒れ模様が少し残って
いましたが、出発する頃には穏やかな天気になり、まず
はひと安心ということで教会めぐりの好日になりまし
た。福江港から隣の久賀島の旧五輪教会までは貸切高
速海上タクシー船。波が高く大揺れで潮の流れも速く、
波しぶきが窓に強く打ち付けスリル満点の乗り心地でし
た。周りの風景は山陰浦富海岸にそっくりでリアス式海
岸になっていました。江戸時代の大村藩から入植され
た潜伏キリシタンの旧五輪教会は一見民家のようで、珍
しい初期の建築様式でした。島も多く点在し利便性を
考え、当時は船を使うことが日常茶飯事であったため、
ここも含めて海に面している教会がほとんどだったそう
です。（五島列島内約50の教会堂があり、天井が蝙蝠
傘を広げたような形が特徴）何年もの間の厳しい弾圧
や迫害、投獄、監視の目などから逃れてここまで至った
経緯を聞くにつれ、心のよりどころとしての信仰に対す
る人々の根強い思いは、異なる宗教を持つ人にはとうて
い理解出来ないかもしれません。島内では、カトリック
の方が多いように感じられるが、実際は五島市の人口
約４万人中８％で３千人程度だそうです。
　福江港にいったん帰った後は、福江島の中腹の斜面
に広がる十字架山と呼ばれる様々な形の14の白い十字

架が立つ水ノ（之）浦教会へ直行。ここに建っているヨ
ハネゴトウの像の説明内容も含め、昨日午後からの専
属ガイドさんの解説は、教会に関係した銅像の指の様
子の謂われまでこと細かく、納得のいくまで丁寧に話さ
れていました。

　島の東側を走っている途中の風光明媚な高浜海水浴
場で、黒い迷彩色のゴムボートが海岸にあり、陸上自衛
隊の上陸演習の様な風景が見られました。若い隊員は
着替えの最中でこれから始まるか終わりなのか分かり
ませんでしたが、楽しそうなリラックスした感じでした。
　島内で最初のレンガ造りの井持浦教会には、本場ル
ルド（南仏のピレネー山麓の町）の奇跡の聖水なるもの
が有り、ガイドさんの話によると、その昔聖水を飲むと

治療困難な難病が治ったということでした。聞いて信じ
られずに半信半疑。しかし、せっかく来たので試飲しま
した。これで少しは病気にかからないだろうと自己満足
した気分になりました。
　この後は、福江空港から鳥取への帰路になりまし
た。最新型カナダ製のプロペラ機で、上空の雲間から
見た東シナ海の色はとても澄んだ紺色でした。110年前
の日露戦争後期５月27日の早朝、ロシアのバルチック
艦隊が福江島の沖北東70㎞付近を通過し、翌28日ま
でに日本連合艦隊によってほとんどのロシア軍艦が沈
没のため全滅したとのこと。多くの貴重な遺産、伝統、
歴史を残してきた長崎の旅は一生涯の思い出となりま
した。
　最後に、今回の旅行を計画された教弘友の会旅行委
員の方、JTB・添乗員さん等ありがとうございました。

　昨年まで家庭の事情で家を空けることができず、久
しぶりの長崎を楽しみに初めて研修旅行に参加した。
　第１日目、10月25日（日）の早朝より倉吉駅・鳥取
駅・米子駅を出発して、旅行団（含む添乗員）23名が岡
山駅で合流する。長崎駅で結団式を行い、タクシーの
車窓から路面電車、出島を眺め長崎桟橋へ移動する。
天候に恵まれ、いよいよ長崎港から約19㎞の洋上に浮
かぶ世界遺産（明治産業革命遺産）の軍艦島へ向か
い、上陸する。「軍艦島」の名で知られる端島は、岩礁
にすぎなかったこの島で石炭が発見され、明治23年に
三菱が買収してから石炭産業で活況極めた人工島。普
段の「軍艦島」は、天候や波・風などの様子で年間100
日ぐらいしか上陸できないそうだ。
　上陸後、埋め立てによって拡張された島には、炭坑
施設と高層集合住宅が建設され、島影が「戦艦土佐」
に似ていたことから「軍艦島」と呼ばれるようになる。

島には学校はもちろん、映画館、パチンコ屋、スナック
まであり、鉱員の給与は当時の平均水準の1.5倍から２
倍ほどだったといわれ、その他、社宅の家賃、光熱費、
長崎本土を行き来する船の運賃が無料など破格の待遇

「新」世界遺産と世界遺産候補をめぐる“長崎・福江島３日間の旅”
西部地区　足立　忠志

会 員 の 声
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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支社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保険設計書（契
　約概要）、「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営業所までお問い合わせ
下さい。（弘済会までお電話いただければ、担当営業所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2016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28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「保険設計書（契約概要）」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
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《28年度用》
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尾　﨑　祥　彦
中　林　　　保
山　下　　　旭
塚　田　安　雄
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
青　戸　晶　彦
湯　原　剛　文

川　田　修　一
押　村　克　彦
中　村　金　一
西　田　稔　子
松　井　智　子

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28年度事業計画2

1 平成27年度　事業報告及び会計決算報告

鳥取教弘友の会役員
（第17期　平成28年度～29年度）

◆役　　員（19名）

…P1～２

…P3

…P3～6

…P7～10

……P11～12

……P13

……P13

平成28年度

(1) 事業報告
① 平成27年度　総会の出席状況

②「友の会」会報の発行（26号）……７月
③「教弘手帳」の配布（希望者）……11月
④ 研修旅行  10月 25日～27日　長崎、五島２泊３日の旅、22名の参加

(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10月 3日（月）　場所 ホテルモナーク鳥取
　　※ 中部地区10月 7日（金）　場所 倉吉シティホテル
　　※ 西部地区10月 5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27年度教育振興事業の様子／平成27年度友の会研修旅行記
③「教弘手帳」配布（希望者）　　　
④ 研修旅行
　※今年度も、研修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、右記の表のとおり補助する。
　◎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
日　時：平成２8年５月2日（金）１１時より
場　所：セントパレス倉吉　

鳥取市国府町　雨滝

東　部 中　部 西　部 県　外 合　計
635人
 39人
6.1%  （5.9）

265人
  35人
13.2%（9.3）

397人
  33人
8.3%（8.8）

19人
  0人
0.0%  （0.0）

1,316人
    107人
8.1%  （7.4）

会 員 数
出席者数
出席率(26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　数宿泊施設 会　員 家　族




