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弘済会事業の最終受益者は子どもたち
― 多くの皆様に支えられて ―

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部
支部長 尾 﨑 祥 彦
（鳥取教弘友の会 会長）
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｡
さて、
（公財）日教弘は、平成24年４月１日より公益財団法人としての新た
な出発をいたしました。そして、３年目の節目として、平成26年12月に「公益
財団法人日本教育公務員弘済会の草創期の取組」をまとめました。
その中で、
「日教弘の使命と志」について次のように書かれています。

〈使命〉
公益法人の使命は、
「民による公益の増進」に寄与し社会貢献を図ることにある。
（公財）日教弘は公益財団法人としてその使命を果たすべく教育振興事業の更なる
拡充を図り、広く教育界に寄与・貢献する。
教育振興事業における奨学金の貸与・給付、学校研修・研究への助成及び資質向
上を目指す教職員への支援は、
「青少年の健全な育成」に資することとなる。
そうした観点に立ち、教育振興事業の評価基準は、
「最終受益者は子どもたちであ
る」ことを前提とする。
〈志〉
（公財）日教弘は、教育に携わる仲間たちの助け合いの輪を広げるという創立の
理念を大切にしつつ、未来を担う子どもたちの健やかな成長のために尽力するという
崇高な志を持ち、日本の教育の振興に寄与し、
（公財）日教弘に寄せられる広範な国
民の信頼と負託に応えていく。

日教弘は教育振興事業として、①奨学事業、②教育研究助成事業、③教育文化事業に取り組ん
でいますが、事業の一つ一つが、最終受益者である子どもたちの思いや願いを受け止め、子どもたち
の笑顔や喜び、成長につながるものでなくてはならないということです。
弘済会鳥取支部の役職員一同、常に「最終受益者は子どもたちである」ことを心に刻んで事業を
展開していきたいと思います。
次に、鳥取教弘友の会の現状ですが、平成26年度の会員数は、東部628名、中部259名、西部399
名、県外18名、合計1,304名となっています。
平成27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。
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鳥取教弘友の会

研修旅行

旅行委員会が企画する

世界遺産をめぐる長崎・五島を訪れる２泊３日の旅
軍艦島クルーズ（世界遺産）
五島〔福江島〕
（五島ワイナリー、浦崎天主堂、水ノ浦教会、遣唐使ふるさと館、井持浦教会）
長崎（三菱重工長崎造船所資料館、グラバー亭）

主な行程︵検討中︶

10/25（日）

鳥取・米子から岡山へ そして新幹線にて博多へ
かもめ19にて長崎へ（長崎港から軍艦島クルーズ）
長崎市内ホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）

10/26（月）

長崎港から福江港へ（五島ワイナリー、浦崎天主堂、水ノ浦教会、
遣唐使ふるさと館、大瀬崎展望台、井持浦教会)
福江島のホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）

10/27（火）

福江港から長崎港へ
三菱重工長崎造船所資料館、四海楼〔長崎ちゃんぽん〕グラバー園
長崎・博多から岡山へ 在来線にて鳥取･米子へ

旅行代金未定（検討中）
旅行委員会メンバー 〔城戸宏子（東部） 小谷悠一郞（中部） 足立忠志（西部）〕
※募集は、８月下旬以降に行います。
（詳細な計画をもってご案内いたします。）
多数の方のご参加をお待ちしています。
（20名以上の旅行企画です）

平成26年度
教育振興事業の取り組み
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

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 20名 40万円

二 教育研究助成事業

一 奨学事業

１ 教育実践研究論文
（１）平成26年度鳥取支部募集教育実践研究論文
＜104万円＞
①学校研究（団体研究を含む）
【最優秀賞】
１０万円 （１件）
○ 八頭町立八東小学校
校長 中尾
等
「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〜
【優 秀 賞】
５万円 （５件）
○ 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〜
○ 鳥取市立浜坂小学校
校長 古田 久憲
「つながり合い 自ら学ぶ子どもの育成」
〜
「分かった できた 楽しい」
と感じる算数
の授業づくり〜

１

貸与奨学金（大学生等対象）
・募集人員 ５０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
３０名
2,575万円

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
（20万円：39名 国・県立学校33名
私立高校６名）
・給付者
（20万円給付）
28校 28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
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平成26年度
教育振興事業の取り組み
鳥取市立米里小学校 校長 中宇地昭人
｢児童同士が関わり合いながら技能を高める器楽指導」
「自らの思いを豊かに表現する米里の子」
〜第５学年「和音の美しさを味わおう」の実
〜子どもたちの言葉の力の育成をめざして〜
践を通して〜
○ 湯梨浜町立東郷中学校 校長 小椋 勝美
○ 鳥取県立皆生養護学校
教諭 勝田 浩司
「『協同学習』からの脱却」
｢病弱部門の自立活動の時間における指導の実践」
〜共通実践のスパイラルアップと生徒が自ら
〜自立活動の「人間関係の形成」をはぐくみ、
学ぶ仕掛けづくりを通して〜
自己肯定感を高める指導について〜
○鳥取市立遷喬小学校 校長 栗岡 玲子
○ 米子市立彦名小学校
校長 辻田 賢次
「学び合う学びを通し、背伸びとジャンプのあ
｢諸感覚を総動員した魚料理」
る授業をつくる」
〜２年生活科の実践〜
〜国語科での実践を通して〜
【奨 励 賞】
３万円 （４件）
（２）第20回 日教弘教育賞
○鳥取市立日進小学校
校長 徳田 純子
①学校部門 奨励賞
○ 鳥取市立福部中学校
「連帯感を育む仲間づくり」
校長 濱崎 裕生
〜伝え合い、
折り合い、
共に実現する力の育成〜
｢思考力
（深く）
・判断力
（正しく）
・表現力
（美しく）
○ 鳥取市立世紀小学校 校長 小山 将範
を高めていく生徒の育成」
「ルールとリレーションで学級力・学校力を高める」
〜総合的な学習の時間の探究的な学習を通して〜
○ 鳥取市立北中学校
〜世紀小スタンダードをもとにして〜
校長 有本 健一
○ 米子市立河崎小学校
校長 田中 豊昭
｢志を持ち、豊かな学びを追究する生徒の育成」
「伝え合い 認め合い 高め合う 河崎の子」
〜学びの楽しさ・奥深さを実感させる授業づく
〜思考力・判断力・表現力を育てる授業づ
りを通して〜
くり、仲間づくり〜
②個人部門 奨励賞
○ 日吉津村立日吉津小学校 校長 金田 和寿
○ 米子市立福米東小学校
（福生東） 教諭 波多野健司
「共に学び合う子どもの育成」
｢書くことのよさを感じ、
書くことを楽しむ心を育
〜対話型授業の創造を通して〜
てるために」
②個人研究（グループ研究を含む）
〜一枚文集2000枚の実践から見えてきたもの〜
【最優秀賞】
１０万円 （１件）
○ 鳥取市立北中学校
教諭 神波
徹
（３）第31回 公益財団法人東京海上日動教育振興基金
「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」
①学校研究 採択
○ 日南町立日南小学校 校長 中島 昭生
〜コース別少人数指導を活かした数学的
（青戸 晶彦）
問題解決学習の実践を通して〜
「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」
【優 秀 賞】
５万円 （５件）
〜保小中が一貫して行う、自己効力を高める取組を通して〜
○ 八頭町立八東中学校 教諭 下田 由人
②個人研究 採択
○ 北栄町立北条小学校
｢主体的に取り組む言語活動の工夫」
校長 中前雄一郎
○ 鳥取県立米子養護学校 教諭 倉敷 靖
｢地域に学び 地域を元気にする学習の展開」
｢就労支援における障害者就業・生活支援セン
〜東郷湖・天神川サケの飼育放流プロジェクトの
ター及び就労支援施設と特別支援学校との連
活動を通して〜
携のあり方についての一考察」
※中前校長先生の論文は、公益財団法人東京海上
○ 鳥取県立鳥取商業高等学校 教諭 中村 篤人
日動教育振興基金の発刊する平成26年度教育
｢ 鳥商発 地域とともに、
未来に向けて」
研究助成『実践事例選』に掲載される。
〜実践的な学びによる生徒の変容を目指して〜
○ 倉吉市立上北条小学校 養護教諭 松田智栄美
２ 教育研究助成
｢食物アレルギーにかかる学校事故の未然防止
（１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）
に向けた取り組みについて」
①贈呈校
＜28校…280万円＞
〜エピペン使用と代替食誤食の経験から〜
＜小学校 160万円、中学校 80万円、高校 40万円＞
○ 鳥取市立河原中学校
教諭 吉田祐一郎
｢ わかる授業づくり をめざした理科教材・教
小学校助成校数 〔16校〕
○ 鳥取市立遷喬小学校
具の工夫」
校長 栗岡 玲子
〜スマートフォンを活用した教具開発を通して〜
｢対話を通して学び、
学ぶことの楽しさを実感す
【奨 励 賞】
２万円 （４件）
る子どもの育成」
○ 大山町立大山小学校
○ 鳥取市立日進小学校
校長 加藤 智史
校長 徳田 純子
｢大山に学ぶ、
未来を切り開く
『わくわく』
理科
｢連帯感を育む仲間づくり」
○ 鳥取市立富桑小学校
教育の取組」
校長 米澤 仁美
〜地域の自然を教材化
「生きる力は、
生きる地
｢人間関係を基盤にした学力の向上」
○ 鳥取市立稲葉山小学校
から」
〜
校長 倉本 一弘
○ 米子市立弓ヶ浜小学校
教諭 堀田 純生
｢豊かにつながり合い、学び合い、高め合う子ど
○
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もの育成」
鳥取市立津ノ井小学校
校長 民木 寛子
｢ともに学び 心豊かに たくましく育つ
津ノ井の子」
○ 岩美町立岩美北小学校
校長 谷口
謙
｢仲間や地域とつながる児童の育成」
○ 岩美町立岩美西小学校
校長 池口 睦生
｢ともにつながり、高め合う子どもの育成」
○ 倉吉市立明倫小学校
校長 生田 文子
｢学級力を育てる学級経営と授業づくり」
○ 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を
めざして」
○ 三朝町立西小学校
校長 蔵増 幹夫
｢自分の考えを伝え合い、ともによりよく生き
ようとする児童の育成」
○ 米子市立就将小学校
校長 田中 由美
｢ともにつながり 高め合う 子どもの育成」
○ 境港市立渡小学校
校長 嘉賀 收司
｢学校経営目標「自主・自律・共生の校風」、
学校教育目標
「進んでチャレンジする渡っ子」
の具現化」
○ 日吉津村立日吉津小学校 校長 金田 和寿
｢共に学び合う子どもの育成」
○ 大山町立中山小学校
校長 佐伯 佳彦
｢主体的に学び、豊かに表現する子の育成」
○ 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」
○ 日野町立黒坂小学校
校長 古都 好治
｢言語活動の充実を図り、学ぶ意欲と活用する
力を高める授業を目指して」

鳥取東高等学校
教諭 岩田 菜穂
｢第７回全国高等学校書道パフォーマンス選
手権大会（愛媛県）への出場」
○ 鳥取湖陵高等学校
教諭 戸國 義樹
｢手話パフォーマンス大会出場〜各科生徒が
協力し、自動演奏楽器を製作、演奏、ダンス衣
装製作、
手話ダンスパフォーマンスを行う〜」
○ 米子西高等学校
教諭 永江 靖幸
｢芸術科教員のコラボレーション発表を通し
ての鑑賞力育成」
○ 境高等学校
教頭 永野 智之
｢異世代間交流によるこれからの社会を生き
抜くために必要な諸能力の育成」
○

○

（２）教育団体研究助成 ＜287.8万円＞
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
県私立中学高等学校教頭会
5万円
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 112.2万円

中学校助成校数 〔８校〕
○ 鳥取市立高草中学校
校長 三谷 祐児
｢道徳的心情を育み道徳的実践力を高める。
『朝道徳』や『全校道徳』等を通じて道徳教育
の充実を図る。」
○ 鳥取市立湖東中学校
校長 平井 光一
｢『夢の実現へ向け 見通しを持って、今を充
実して生きる』生徒の育成」
○ 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」
○ 倉吉市立河北中学校
校長 八田
学
｢自ら考え行動できる生徒」
○ 三朝町立三朝中学校
校長 松浦 靖明
｢道徳教育の重点目標『豊かな心で主体的に行
動する生徒の育成』」
○ 米子市立湊山中学校
校長 大東 治巧
｢いきいきと活動する生徒の育成」
○ 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」
○ 日野町立日野中学校
校長 後藤 宣明
｢確かな学力の向上と主体的に取り組む学習
活動の工夫」

（３）教育研究大会助成 10件 ＜118万円＞
○日教組中国地区協議会カリキュラム編成講座 ５万円
○平成26年度全国専門学科「情報科」研究協
議会鳥取大会
10万円
○第96回全国算数・数学教育研究（鳥取）大会 兼
第47回中国四国算数・数学教育研究（米子）大会
15万円
○第42回全国理数科教育研究大会
（鳥取大会）
10万円
○平成26年度中国地区高等学校通信制教育研究協議会
及び中国地区高等学校通信制放送教育協議会 ５万円
○第52回中・四国小学校体育研究大会 鳥取大会
15万円
○平成26年度中国地方放送教育夏期特別研究
交流大会
８万円
○第34回中国地区公立学校教頭会研究大会
（鳥取大会）第32回鳥取県公立学校教頭会
研究大会（米子大会）大会
15万円
○第44回全国聾学校教頭会総会・研究協議会
鳥取大会
10万円
○ダンスムーブメントセミナーｉｎ鳥取
10万円
○第８回中国地区小学校特別活動研究大会
鳥取大会
10万円

県立学校助成校数 〔４校〕
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平成26年度
教育振興事業の取り組み
○平成26年度中国五県町村教育長研究大会
５万円
３ 教育出版
⑴教育実践研究論文集第８号の発刊
＜630,720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

（２）芸術・文化活動助成 ＜20万円＞
○ 鳥取県中学校文化連盟
○ 鳥取県高等学校文化連盟

10万円
10万円

（３）スポーツの奨励
＜40万円＞
○ 県小学校体育連盟
○ 県中学校体育連盟
○ 県高等学校体育連盟
○ 県スポーツ少年団

10万円
10万円
10万円
10万円

四

教育文化事業

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、310泊、236名、827,000円でした。
ご利用方法は以下のとおりです。

１ 教育文化助成
（１）教育講演会等への助成 ＜62.1万円＞
○ 鳥取県ＰＴＡ協議会
30万円
基調講演
「ネット社会の子育てと
【心】
【体】
【将来】
の安全を考える」
講 師
尾花 紀子
（ネット教育アナリスト）
パネルディスカッション
「会話から対話へ
〜子どもと話そうネットのこれから〜」
コーディネーター
曽我 邦彦
日本ＰＴＡ全国協議会元会長
パネリスト
尾花 紀子
ネット教育アナリスト
泉
潤一
文部科学省 スポーツ・青少年局 青少年課長
工藤 陽介
デジタルアーツ㈱経営企画部コンシューマ課課長
井上 洋子
鳥取県PTA協議会会長
○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会
20万円
演題「将来の環境変化を見据えた教育改革の動向」
講師 小林 浩
（株式会社リクルートマーケティングパ
ートナーズリクルート進学総研所長）
○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 2.1万円
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
（聴覚障がいの正しい理解）
（鳥取県言語手話条例の理解啓発用の手
話ハンドブックの等の活用）
○ 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36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
・中山公民館箏教室
青少年育成団体助成金交付団体の活動発表
・世代間交流事業「川で遊ぼう」
大和子ども会活動実行委員会
代表 黒田 昌幸 氏

宿泊施設
指定宿泊施設

泊

数

会

員

家

族

1泊目

3,000円

3,000円

2泊目

2,000円

2,000円

（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101名の加入者が有り、保険金の支
払いは７件（558,600円）でした。
＜フルガード支払例＞
・船に乗り込んだ際、座る前に船が動き出し転倒、足を
骨折した。
（傷害）
・グランドゴルフ中、段差につまずき転倒、顔を強打
した。
（傷害）
・山で段差を飛び越えた際、下腹部に強い痛みを感じた。
（傷害）
・坂道を下っていて転倒、足関節捻挫。
（傷害）
・玄関の土間でつまずき転倒、足の指を捻挫。
（傷害）
・剣道の練習中に面と面がぶつかり、
頸椎を損傷
（傷害）
・椅子から立ち上がる時に滑って転倒、大腿骨骨折。
（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。
平成26年度加入件数

830

（平成25年度加入件数）

（811)

19件の増

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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鳥取教弘友の会研修旅行に参加して 〜屋久島の旅〜
鳥取市浜坂

―10月27日（月） 第１日
教弘友の会研修旅行は今回が２回目である。予定し
ていなかったが、旅行委員さんが、東部地区の参加が少
ないので、是非と頼まれた。普段の付き合いもあるので
受けてしまった。実は家を３日も空けるということは、妻
がなくなってからしたことがなかったので、不安でもあ
った。
岡山駅で全員がそろう予定であったが、西部地区の
列車が遅れ、ぎりぎり間に合うというので結団式は鹿
児島に着いてからになった。
旅は何と言っても天候に左右される。何とかもちそう
だ。20名の団員揃って鹿児島駅で結団式。３日間の行
動を共にする。
鹿児島港より高速船トッピーで行くがかなりのスピー
ドで進む。波はおだやかこれから始まる屋久島の生活
に年甲斐もなく気持ちが高ぶる。
屋久島環境文化村センタ−で島の自然をダイナミック
なシアターをとおして知る。南に位置しながら海、里、
森、山が日本列島の北までの気候を持っているという
のに驚いた。
雨量の多さ、毎日雨が降らないことはないとか？雨具
の用意はしていないぞ。と不安になる。屋久島の概要を
掴むことが出来た。明日からの期待をあたためながらホ
テルへ。シーサイドホテルで第一日の疲れを会員と懇親
を深めながら癒す。オヤスミナサイ。
―10月28日（火） 第２日
貸切バスのガイドさん鳥取に縁があるとか、親切で丁
寧な説明に好感を持つ。
台風の影響でみかんの木がおれていた。猿、鹿の対
策は電気柵で防げるが、農家の人は大変だなと窓ごし
に眺めながら曲がりくねった道を進む。
千尋の滝についた。壮大な花崗岩のＶ字谷を落ちる
滝。うーんさすが世界遺産の島だ。美しさと雄大さに声
も出ない。しばらくしてから写真を撮る。日々の雑務を
吹き飛ばしてくれた。
屋久杉自然館では、森と屋久島の人々が500年も前
から巨木を倒し、暮らしを支えてきた様子が展示してあ
った。1660歳の屋久杉の輪切りにした円盤を見る。大
人が３人で抱えても届きそうにない大きさだ。江戸時代
から伝わる山師の道具がたくさん展示してある。今のよ
うにチェンソーを使っての動力の時代ではない。人間の
やろうとする力、協力と意志力に感動する。人間ってす
ごいなぁ。
いよいよ紀元杉へ。推定樹齢3,000年とか。人間もこ
んなに生きられたらなぁ。ためいきが出る。人間の命の
短さがこせこせと世の中をうっとうしくさせるのかな。
ヤクスギランドに着く。歩けるかな。頑張るぞ。昭和49
年に自然休養林に指定されたとのこと。巨木の中を歩
いて空気が美味しい。清らかな小川やせせらぎ、緑の絨
毯で覆い尽くされているかのような苔。千年杉を通り、

川上

尚作

珍しい双子杉を見、くぐり杉を通り抜ける。など上ったり
下ったりしながら疲れを知らずに40分過ぎた。

屋久杉自然館

紀元杉

縄文の宿まんてんで昼食。適度の運動をした後に飲
むビールはたまらない。
志戸子ガジュマル園に着く。
木の枝から垂れ下がった
紐のようなものが特徴。
長い時間をかけて地面に届く。
そ
れがまた太く成長する。
亜熱帯の海岸林であるとのこと。
珍しいものだ。
まるでジャングルの中を歩いているようだ
った。

志戸子ガジュマル園

宮之浦港から指宿港へ船で渡り指宿いわさきホテル
へ。なんと大きなホテルでしょう。ゴルフガーデンがあっ
てホテルの棟がずっと続いている。こんなホテル泊まっ
たことがない。田舎者は驚いた。温泉に行くのもどれだ
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け廊下を歩いたか。鳥取駅から銭湯に行くような気持
だった。温泉から眺める青い海、満足満足。
会員の懇親会、ご馳走はもちろん酒と焼酎に大満足
をして第二日が終わる。
―10月29日（水） 第３日
知覧特攻平和会館に向かう。
本でも読み話も聞きはし
ていたが、
現実にこの地に来たことはありませんでした。
『知覧特攻平和会館は、
大東亜戦争末期の沖縄戦で、
人類史上類のない爆装した飛行機もろとも戦艦に体当
たりした陸軍特別攻撃隊員の遺影、
遺品、
記録等貴重な
資料を収集・保存・展示して当時の真情を後世に正し
く伝え世界恒久の平和に寄与するものです。
』
とある。
鳥取県の出身の方も名前を見る。
「国を思い、父母を
思い、永遠の平和を願いながら勇士たちは…」と思うと
無念だ。せっかくこの世に生を受けなすことはいくらも
あったのに…戦争のために尊い命を落した。戦争中の
貧しかったこと、戦後の混乱時代に生きたものには何と
も表現しがたい気持ちだ。
「教え子を再び戦場に送る
な。」と教育に専念してきたことが昨日のことのように思
われる。
終戦後70年の今、憲法改正論議が、集団的自衛権が

と姦しい。武力を持って戦うことで平和を保つのではな
く。分かり合い助け合って支え合う人間の徳を大切にし
て平和を作り上げていくのが本当ではないか。
大自然の中、風雪に耐え茂り続けている屋久杉。短い
命の中で生きていかなければならない人間。この現実
を目の当たりにし、考えることが出来た素晴らしい研修
旅行を企画して頂いた鳥取教弘友の会に感謝しお礼
の報告とする。

屋久杉記念館

平成26年度鳥取教弘友の会研修旅行（屋久島及び鹿児島．指宿）
2014．
10．
27
（月）
〜29
（水）

中部地区

この研修旅行については、昨年度の東北旅行がとて
も素晴らしかったので、今回もどうしても行ってみたい
と考えたのですごく楽しみにしていました。
さて、第１日目の10月27日（月）の朝早く倉吉駅で添
乗員さんに出会いました。昨年は、富さんという名前で
金銭的にラッキーな名前でしたが、今年は余財さんとい
う財物が余るという感じのよい名前で「何かよいことが
ありそう」という予感がしました。
岡山駅からはみずほ605号で、昼に食べた弁当も美味
しいもので妻も大満足でした。後は、楽しみにしていた
九州新幹線は博多を過ぎると熊本、あっという間に鹿
児島中央駅に着いてしまい結構トンネルが多くて呆気
ない新幹線旅行でした。
高速船トッピー（飛魚の現地の方言らしいです）で１
時間40分の船旅で屋久島の宮之浦港に着きました。港
からすぐ傍の屋久島環境文化センターで屋久島の自然
や環境、そして屋久杉などの世界遺産について巨大な
スクリーンで映像を視聴することによって事前学習がで
きました。この事前に学習するという視点は、昨年もそ
うでしたが、とてもよかったと思います。
夕食を兼ねた宴会では、とても珍しい酢の物で旭カ
ニの味噌と揚物の屋久島飛魚の中華風あん掛けなど
は美味しかったです。また、飲み物として地元の「三岳」
という焼酎はまろやかで飲みやすくお土産で買って帰
る方が多かったです。
第２日目は、バスの窓から竜神の滝を眺望して、千尋
滝（せんぴろのたき）の眺望する場所まで行きました。こ
の滝は、落差66メートルの花崗岩の一枚岩を２段で流
れ落ちる雄大な滝でした。それと滝の反対斜面も花崗

佐々木利夫

岩の見事な一枚岩で超絶景でした。
それから屋久島自然館に行きました。ここで屋久杉
とは、1000年経った直径約３メートルあるものしか言わ
ないとのことで、それ以下は小杉というとのことでし
た。この自然館で2005年に積雪で折れた縄文杉の枝
が「いのちの枝」と呼ばれ、最大直径が約１メートルで
実物の縄文杉は触れないが、この枝には触ることがで
きて嬉しかったです。この後に紀元杉を見学するため
に狭い道路を対向車となるべくすれ違わないように祈
りながら登っていきました。紀元杉は、バスで近くまで
行くことができて、推定樹齢３千年、幹周り8.1メートル、
樹高19.5メートルで樹上に檜やナナカマドなどが着生
し、見事な紅葉でした。自然が育てあげた素晴らしい大
樹でした。縄文杉はこの杉の２倍以上あると聴いて感
動を覚えました。この後、ヤクスギランドで30分コースを
歩きましたが、くぐり栂を潜って林泉橋を渡って、千年杉
を横に見て、土埋木を多く見ました。歩きながら伐採さ
れた屋久杉の上にいろんな木々が生えていて自然の摂

千尋の滝
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で、この夢ちがい観音は悪い夢をよい夢にとりかえ、こ
の世の平和と幸をもたらしてくださるという尊い仏さま
として尊崇されているそうです。それから、特攻隊員が
日常を過した三角小屋も見学させてもらいました。そし
て、平和会館では、担当の方に講話をいただき、知覧が
何故に陸軍特攻基地となったかを詳しく話していただ
きました。多くの20歳前後の若者達が満州・日本各地
から集結して、家族や国の将来を思いながら出撃した
場所であることも話されました。沖縄戦で特攻戦死され
た1,036名の隊員は、知覧基地を主軸として様々な場所
から出撃されました。一人一人の写真も見せてくださり、
人となりなども話していただいて本当にその家族の方と
話された人でなければ話せない語りでした。やはり、平
和が一番大切であることを肝に銘じました。後は、戦死
された隊員の皆様の写真や遺品も陳列されていました。
私自身はとても飛行機が好きです。飛行機そのものは、
決して人を傷つけません。戦争に使われたので残念なこ
とです。その機体の美しさは何物にも代え難いもので
す。
名機といわれる機体の数々を見ることができて至福
の一時でした。私達の一人一人の心に何ものかを残し
て、
その余韻に浸りながら知覧を後にいたしました。

理の見事さを体感することができました。そして、双子
杉やくぐり杉などのたくさんの屋久杉を見ました。
ここは、標高1000メートルあって、とても気持ちのよ
い森林浴ができました。自分で思ったほど標高は感じま
せんでした。これも天候に恵まれたことが幸いしたと心
から思いました。出口で１頭のヤクシカに会いましたが、
名前はひろしくんでした。とても可愛いシカでしたが実
際はお爺さんでした。バスが走り出して、すぐにヤクザル
を３頭見ましたが、そんなに寒くないのにサル団子を作
っていましたが、とても可愛かったです。あとは何を見る
ことができたら幸せなんでしょう？
屋久島での最後の観光として、志戸子ガジュマル公
園では、見事なガジュマルの樹林やヒゲのような気根な
ど南国の珍しい密林を表現したものでした。

長崎鼻からのぞむ開聞岳

指宿のホテルでの交流会では、参加者全員の楽しい
スピーチを聴きながら美味しい夕食をいただきました。
心に残ったメニューとしては、大ぶりの車海老の焼き物
や青さ海苔の餡かけの茶碗蒸しなど、きびなごの刺身
は酢味噌をつけて食しました。
第３日目、テントに覆われた砂蒸し風呂でよかにせど
んの二人にスコップでやさしく砂をかけてもらい15分間
知覧特攻平和記念館
ぐらい砂で蒸して温めてもらいました。砂で全身を蒸し
続いて、訪れたのは、最後の見学の地である霧島市
てジワジワと汗が吹き出て芯から温まり、とても気持ち
福山のくろず情報館「壺畑」です。その壺畑の見事さに
のよい汗をかきました。朝日の見える露天風呂に入って
心打たれました。
爽やかな微風を受けて実によい気持ちでした。朝から
旅を終えて、
一腰折れ…
妻と至福の時間を過しました。
朝食は、巨大なハワイアンショーの行われるフロアー 「神無月 妻と連れ添い 西海道 心に残りし 屋久
の鹿猿」
のＪ−ＢoXバイキングで何百人かのお客さんと一緒に
バイキングで洋食のメニューを食べました。こんなに多く
の人々と食事をとるのも珍しい体験でした。心に残った
メニューは、温かいコーンスープと冷たい新鮮なオレン
ジジュースでした。
観光バスでホテルを出発しました。今日のガイドさん
は、ふくよかな薩摩おごじょの明るい方でした。今日の
最初の観光は長崎鼻でしたが、行く途中に開聞岳をバ
スの窓から何度も見ることができました。見事な三角形
の山でした。
今回の旅行団の皆さんの行きたい所ランキングのナ
ンバーワンの知覧特攻平和会館に着きました。道路の
両側に灯篭がずっと続いていました。ここでは、最初に
特攻平和観音像をお祈りさせてもらいました。この仏像
くろず「壺畑」
は、大和法隆寺の秘仏の夢ちがい観音を模造したもの
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65歳保障期間満了時に
保険はどうなるの？
「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

1

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。

2

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。
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）
65歳

80歳

保険料払込期間
（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。
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2015年 ７ 月 1 日現在の内容です。
９

記載の内容は平成27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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友の会運営委員会報告

平成27年度

1

日
場

平成26年度

(1) 事業報告
① 平成 26 年度

事業報告及び会計決算報告
総会の出席状況

東
会 員 数

部

中

部

西

部

県

外

合

計

628 人

259 人

399 人

18人

1,304人

37 人

24 人

35 人

0人

96人

出席者数
出席率(25年度)

時：平成２7年５月1日（金）
１１時より
所：セントパレス倉吉

5.9%（7.1） 9.3%（9.2） 8.8%（8.4） 0.0%（4.3） 7.4%（7.8）

②「友の会」会報の発行（25 号）……７月
③「教弘手帳」の配布（希望者）……11 月
④ 研修旅行 10 月 27 日〜29 日 屋久島、鹿児島２泊３日の旅、20 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、中村金一監査の監査報告で、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。

2

平成27年度事業計画

(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（火） 場所 白兎会館
※ 中部地区 9 月 30 日（水） 場所 倉吉シティホテル
※ 西部地区 10 月 1 日（木） 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 26 年度教育振興事業の様子／平成 26 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
※昨年度より、
１泊目の補助金を増額しています。
※今年度も、
旅行委員会を設置し、
日程、
場所等について
宿泊施設
泊 数
会 員
家 族
検討し案内をします。
1泊目
3,000円
3,000円
指定宿泊施設
⑤ 指定施設宿泊補助
2泊目
2,000円
2,000円
◎会員及びその家族が弘済会の指定する宿泊施設を
※指定宿泊施設については、
日教弘ホームページの
利用する場合は、右記の表のとおり補助する。
『指定宿泊一覧』
をご覧ください
◎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。

鳥取教弘友の会役員
◆役

員（19名）

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

尾
中
山
松
村
蓮
福

氏
﨑
林
下
井
田
佛
本

（第16期 平成26年度〜27年度）

名
役 名
氏
祥 彦 運営委員（東） 米 田
保
〃
(〃） 城 戸
旭
〃 （中） 岩 垣
智 子
〃 （〃） 小 谷
隆 子
〃 （〃） 小 川
吉 雄
〃 （西） 塚 田
國 愛
〃
(〃） 奥 田
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名
役 名
克 彦 運営委員（西）
宏 子
〃 （〃）
治 世 監 査 （東）
悠一郎
〃 （中）
聰
〃 （西）
安 雄
正 武

《27年度用》

氏
足 立
押 村
中 村
西 田
加持谷

名
忠
克
金
稔
典

志
彦
一
子
範

