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1 平成28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
…P2
…P3
…P3～6
…P7～10

……P11～12

……P13

……P13

平成29年度

(1) 事業報告
① 平成28年度　総会の出席状況

②「友の会」会報の発行（27号）……７月
③「教弘手帳」の配布（希望者）……11月
④ 研修旅行  10月 26日～28日　金沢、能登半島、五箇山２泊３日の旅、15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、松井智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 6日（金）　場所 白兎会館
　　※ 中部地区10月 3日（火）　場所 倉吉シティホテル
　　※ 西部地区10月 5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28年度教育振興事業の様子／平成28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。

※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

（新役員）

日　時：平成２9年５月2日（火）１１時より
場　所：セントパレス倉吉　

〔開山1300年を迎える大山〕

東　部 中　部 西　部 県　外 合　計
665人
 36人
5.4%  （6.1）

272人
  26人
9.6%（13.2）

423人
  28人
6.6%（8.3）

26人
  1人
3.8%  （0.0）

1,386人
    91人
6.6%  （8.1）

会 員 数
出席者数
出席率(27年度)

指定宿泊施設
1泊目
2泊目

2,000円
2,000円

2,000円
2,000円

泊　数宿泊施設 会　員 家　族
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前支部長　尾　﨑　祥　彦
公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部

　盛夏の候、鳥取教弘友の会会員の皆様には、ますますご健勝にてお過ごしのこととお慶び

申し上げます。

　さて、私ですが、この度、本部の副理事長の任期が終わるのを区切りとして鳥取支部長（友

の会会長）を６月末で退任いたしました。

　振り返りますと、平成20年４月１日より９年３ヶ月間、事務局長、専任幹事、支部長代行、

支部長と、多くの皆様のご支援とご協力をいただき勤めさせていただきました。

　学校現場と違って、何かにつけ戸惑うことが多い毎日でしたが、それでもがんばろうと思

ったのは、弘済会の仕事が、子どもたちや教職員、保護者を励ますことであり、私自身が、

長年教員をさせていただいたことについて、少しでも恩返しができればと思ったからです。

　学校に出かけて先生方の前での説明会、学校研究助成の贈呈式、高校生の喜びの顔に出会

う給付奨学金贈呈式、そういう時が、この仕事をさせてもらって良かったと感じる場面であ

りました。そんな気持ちで、初めの５年間、県内を走り回りました。ほとんどの学校を訪問

したと思います。

　平成25年７月１日からは、４年間、支部長を勤めさせていただきました。

　平成26年の鳥取支部創立60周年記念式典が終わったところで、中国ブロックで日教弘本部

の副理事長に推薦され、平成27年度、28年度と２年間本部の副理事長に就任しました。そし

て、全国の皆様といっしょに仕事をさせていただきました。

　今、鳥取支部の歩みをふり返ってみて、弘済会の取り組みがだんだんと現場に浸透し、教

弘保険の普及拡大について60歳以下の加入率が全国第２位と大きく進み、さらに、多くの教

育振興事業や福祉事業、損害保険事業が展開されるようになってきたことに、「皆様のため

に、少しは恩返しができたかなあ」という気持ちでいっぱいです。

　７月より、新支部長のもとで新たな鳥取支部の取り組みが展開されております。

　鳥取教弘友の会がますます発展されますことを祈念し、退任のあいさつといたします。

退任のあいさつ

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部

支部長　加　藤　憲　雄
（鳥取教弘友の会 会長）

　盛夏の候、朝夕の涼しさが蒸し暑さに変わり、夏の訪れを感じる今日この頃ですが、皆様

におかれましてはますますご健勝にてお過ごしのことと拝察いたします。

　公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部の諸事業に対しまして絶大なるご理解とご協

力をいただき深く感謝申し上げます。

　さて、平成29年７月１日付けで前鳥取支部尾﨑祥彦支部長の後任として、支部長に就任い

たしました加藤憲雄です。どうぞよろしくお願いいたします。

　日本教育公務員弘済会は、昭和27年７月に設立され、その２年後の昭和29年９月に弘済会

鳥取支部が設立されました。長い歴史の中で、教育の振興に寄与すること及び教職員の福祉

向上のため、奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業、福祉事業、共済事業と多くの事

業を推進し大きな成果を上げ多くの皆様方から高い評価を得てきました。

　平成24年４月１日からは公益財団法人として新たなスタートをきられ、「最終受益者はこ

どもたち」という「日教弘の使命と志」をより確かなものにするため一丸となって着実な歩

みを遂げられてきた会員のみなさまをはじめ歴代役職員の方々に敬意と感謝を申し上げま

す。

　また、60有余年にわたる弘済会鳥取支部の取り組みに対しまして、深いご理解とご支援を

いただきました友の会会員、学校関係者、教育関係者をはじめ多くの皆様にお礼申し上げま

す。

　多くの方々のご努力によって築き上げられたこの輝かしい歴史を引き継ぎ、役員一同とと

もに先頭に立ち明日に向かって各事業の発展・充実に取り組んで行きたいと思います。

　終わりに、鳥取教弘友の会の状況ですが、平成29年度現在の会員数は、東部690名、中部

276名、西部443名、県外30名、合計1,439名であります。

　平成29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。

　皆様には、引き続き温かいご支援とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

支部長あいさつ
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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　  29名　2,600万円

　２ 給付奨学金
　　（１）高校生対象の給付奨学金

・給付対象校は、国・県立学校33校及び私立
高校８校の計41校

・募集人員　41名　
・給付者（20万円給付）27校 27名

　　　　　　　（10万円給付）14校 28名　計55名　

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成28年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　  ＜791,370円＞
　 ①学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取市立修立小学校 校長　山本　孝子
　　　「つながり合い　学び合う　修立っ子の育成」

～めあてに向かってねばり強く取り組む授
業づくり～

　　【優 秀 賞】　　　５万円　（３件）
　　○ 鳥取市立東郷小学校 校長　加藤　昭二

「小規模校の強みを最大限に生かす」
～「カリキュラム･マネジメント」で学校活性
化をめざして～

　　○ 米子市立美保中学校 校長　小林　千春
　　　「子ども同士をつなぎ信頼ベースを育む学校づくり」

～小中一貫を踏まえ、教員＝ファシリテーター      
　であるという考えを基盤として～

平成28年度
教育振興事業の取り組み

鳥取教弘友の会　研修旅行

函館と下北半島・青森をめぐる２泊３日の旅

米子・倉吉から列車で鳥取へ　鳥取からバスで伊丹空港へ　そして函館へ
（五稜郭、教会　赤レンガ倉庫　函館山からの夜景）
函館のホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）（煌めく夜景）

函館からフェリーで大間へ下北半島を巡って青森へ
函館の朝市を巡り、お昼は大間のまぐろを食す　※津軽三味線の演奏
恐山を訪ね、下北半島を巡り青森へ　ホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）

旅行代金未定（検討…12万円程度の予定）
研修旅行委員会メンバー　〔中林　保（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
）

10/24（火）

10/25（水）

三内丸山遺跡、ねぶたの家ワ・ラッセ
青森から伊丹空港へ　バスで鳥取へ　列車にて倉吉・米子へ10/26（木）

☆旅先で一番人気の函館を訪れる（五稜郭  教会  夜景を堪能する  次の日は朝市）
☆津軽海峡をフェリーで渡りマグロの大間へ　そして下北半島を南下して青森へ
　（大間まぐろ　恐山〔菩提寺〕 津軽三味線）
☆青森・津軽を巡る（三内丸山遺跡　ねぶたの家ワ・ラッセ）

　　○ 鳥取市立城北小学校 校長　長谷川誠一
　　　「喜んで登校、満足して下校できる学校づくり」
　　　 ～特別支援教育の視点をふまえて～
　　【奨 励 賞】　　　３万円　（５件）
　　○ 伯耆町立八郷小学校 校長　金田　和寿

「個に応じた確かな学力の定着と人間関係力
の育成」
～『教えて考えさせる授業』を通して確かな
学力の定着を図る～

　　○ 琴浦町立赤碕中学校 校長　中尾　昭二
「『あかさきチャレンジ』の挑戦」
～ボランティア活動による生徒の意識改革～

　　○ 鳥取市立湖山小学校 校長　福田　悦育
　　　「『響き合う湖山っ子』をめざして」
　　　 ～思いを言葉に乗せて～
　　○ 鳥取県立皆生養護学校 校長　河本　史幸

「感覚と運動の高次化理論を活用した指導・
支援の充実」
～外部専門家助言活用シートを利用して～

　　○ 江府町立江府小学校 校長　中島　昭生
「これからの社会に生きる資質能力を身につ
けた児童の育成」
～かかわり合いを通して新たな知を創造す
る算数授業の創造を通して～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取県立智頭農林高等学校 教頭　岸本　智志

「学習科学から見た地域学習」
～その理論と実践に向けて～

　　【優 秀 賞】　　　　 ５万円　（３件）
　　○ 境港市立境小学校 教諭　徳永　峻二
         ｢行事を通して個と集団を育てる」
　　　 ～境港市小学校連合音楽会・学習発表会　
　　　　 に向けての指導を中心に～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校 教諭　中村　篤人

 ｢“実践４Ｃ活動”地域に学ぶ」
 ～『探究心』・『創造力』・『実践力』育成に向
けて～

　　○ 鳥取県立鳥取養護学校 教諭　酒本　伸也
         ｢自立的に問題解決する数学指導のあり方」

～深く思考する学習過程と数学を学ぶ楽し
さを求めて～

　　【奨 励 賞】　　　　２万円　（２件）
　　○ 鳥取市立東中学校 教諭　下田　由人

｢社会を生きる力を育む」
～キャリア教育の視点に立って～

　　○ 鳥取大学附属中学校 教諭　山脇　雅也
｢『主体的･対話的な深い学び』を実現する中学
校数学科の授業実践とその分析」

 （２）第22回　公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
　①学校部門（奨励賞）
　　○ 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」
の育成
～よりよく生きるための基盤となる道徳授
業をめざして～

　　○ 鳥取市立倉田小学校 校長　山本　英世
｢学びの自立と協働をめざして」
～進んで課題に取り組み、楽しく学び合う算
数学習～

　②個人部門（奨励賞）
　　○ 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」

（３）第33回  公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　①学校研究（採択）
　　○ 伯耆町立岸本中学校 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～

　②個人研究（採択）
　　○ 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」

　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　　１６０万円       
　　○ 鳥取市立醇風小学校  校長　北村　知憲  

｢心ときめかせ、ふるさと醇風ととともに伸び
る児童」

　　○ 鳥取市立神戸小学校  校長　高木　雅子  
｢生き生きと伝え合い、高まり合う子どもの育
成」

　　○ 鳥取市立末恒小学校  校長　保木本倫久  
｢学力と社会性を高める協同学習への取り組
み」

　　○ 鳥取市立岩倉小学校  校長　杉本由美子  
｢互いの考えや思いの交流を通して、学ぶ楽し
さを実感する授業づくり」

　　○ 鳥取市立福部未来学園小学校  校長　山下　公男
｢10年間を見据えた幼小中一貫の新教育課程 
『福部未来学園プラン』の編成と実践･評価」

　　○ 鳥取市立河原第一小学校  校長　北村　正彦  
　　　｢絆を深め、かがやく河一の子どもたち」
　　○ 鳥取市立用瀬小学校  校長　木下　俊児 

｢自ら学習に取り組み、学んだことを活用し、
共に高め合おうとする子どもの育成」

　　○ 鳥取市立瑞穂小学校  校長　永見　文彦  
｢自ら学び、豊かに表現する力の育成」

　　○ 鳥取市立浜村小学校  校長　吉田　博幸  
｢豊かなかかわりを通して、自らを見つめ、と
もによりよく生きる子どもを目指して」

　　○ 倉吉市立西郷小学校  校長　明德　一志  
｢思いや願いを伝え合い、互いの良さを認め合
い、ともに高め合う子どもの育成」

　　○ 倉吉市立社小学校  校長　米村　秀昭  

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）

平成28年度
教育振興事業の取り組み

｢自ら問い続け、考えを伝え合い、受けとめ合
う子どもの育成」

　　○ 琴浦町立八橋小学校  校長　藤田　博司  
　　　｢笑顔はじける学校」
　　○ 琴浦町立船上小学校 校長　中本久美子  

｢ふるさとを愛し、ともに未来を切り拓く船上
の子ども」

　　○ 米子市立福米西小学校  校長　土江　良一  
｢豊かな心と確かな学力をもち、自ら学ぼうと
する子どもの育成」

　　○ 米子市立尚徳小学校  校長　藤原　敏朗  
｢かかわり  つながり  支え合い  共に伸びる
子の育成」

　　○ 江府町立江府小学校  校長　中島　昭生  
　　　｢かかわり合い、豊かに学び、力を伸ばす児童の育成」

　　【中学校】助成校数　８校　　　８０万円  
　　○ 鳥取市立北中学校  校長　中嶋　　聖  

｢志を持ち、豊かな学びを追究する生徒の育
成」

　　○ 鳥取市立桜ヶ丘中学校 校長　中宇地昭人  
　　　｢考える力、表現力を伸ばす授業改革」
　　○ 鳥取市立福部未来学園中学校 校長　木村　正人
　　　｢思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美
　　　 しく）を高めていく生徒の育成」
　　○ 倉吉市立久米中学校 校長　福嶋千寿子
　　　｢書く力を伸ばすための授業の効率化の研究」
　　○ 湯梨浜町立東郷中学校 校長　小椋　勝美
　　　｢確かな学力の定着をめざして　主体的に関
　　　 わり合い、伝え合う生徒の育成」
　　○ 米子市立東山中学校 校長　秋田　　治
　　　｢豊かな心を育み、主体的に学ぶ生徒の育成」
　　○ 大山町立中山中学校 校長　井上　　昭
　　　｢全員参加のわかる・できる授業の推進」
　　○ 江府町立江府中学校 校長　富田　敦司
　　　｢進んで自己表現し、楽しみながら学び合い力
　　　 を伸ばす生徒の育成」

　　【県立学校】助成校数　４校　　４０万円
　　○ 鳥取商業高等学校 教諭　石本　将之

｢マーチングバンドにおけるカラーガードの
技術の向上」

　　○ 鳥取湖陵高等学校 教諭　戸國　義樹
｢鳥取湖陵高校ダンス部KCD『ふるさと鳥取
の街の活性化！』」

　　○ 岩美高等学校 教諭　岩田　久志
｢①第32回ジャパン・ステューデント・ジャズ･フ  
　ェスティバル2016への出演
②プロミュージシャンによるバンドクリニック」

　　○ 米子西高等学校 教諭　稲田　真司
｢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」

 　（２）教育団体研究助成　＜285.4万円＞
　　　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副校長・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 110.4万円 

　（３）教育研究大会助成　12件　＜153万円＞
○第32回中国五県造形教育研究大会（鳥取大会）　15万円
○第57次日教組全国学校事務研究集会　15万円
○第14回中国地区知的障害教育研究大会　15万円
○第47回中国・四国音楽教育研究大会鳥取大会　15万円
○中国ブロック少年補導センター連絡協議会
研修会兼鳥取市愛護センター少年補導員研
修会 10万円
○第46回日本PTA中国ブロック研究大会と
っとり大会　　　　　　　　　　   15万円
○平成28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   8万円                                                 
○平成28年度（第55回）日本海南部地区高等
学校水産教育研究協議会並びに生徒研究発
表   8万円
○第30回中国国語教育研究大会（鳥取大会） 
平成28年度鳥取県小学校国語教育研究大会 
 15万円
○第45回全日本中学校国語教育研究協議会
（鳥取大会）第30回中国地区国語教育研究
大会（鳥取大会）第42回鳥取県国語教育研
究協議会（鳥取大会）  15万円

○第57回全国病弱虚弱教育研究連盟研究協
議会並びに総会（鳥取大会）　　　   12万円 
○第64回中国地区公立高等学校事務職員研
究大会　　　　　　　　　　　　  10万円

　（４）へき地学校教育支援事業助成　２校　＜20万円＞
・準へき地校２校

　　○ 三朝町立南小学校 校長　中島　立志
｢心豊かでたくましい竹田っ子の育成」

　　○ 南部町立会見第二小学校 校長　渡邉不二子
｢小規模校のよさを活かした特色ある学校づくり」

　３　教育出版　
　　（１）教育実践研究論文集第10号の発刊

＜777,600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　　  ＜609,840円＞
　　  ○ 鳥取県ＰＴＡ協議会  30万円
　　　  ※中国ブロック大会として開催
　　　  ・記念講演

「つながろう！～家庭・学校・地域でつく
る心のふるさと～」

　　　　　　講　師　加藤シュウ（ラジオDJ）
　　　  ・実践発表
　　　　◇八頭町立隼小学校愛育会長　石谷　　優

「伝統の隼プールを中心に学校・保護者・
地域が一つにつながる」

　　　　◇鳥取市立東中学校教育振興会
　　　　　　　　　　　　　　前会長　岩﨑　伸一

「東中校区全体で『心豊かな子どもを育
てるために』」

　◇鳥取市立福部未来学園小学校ＰＴＡ会長
山本　哲也

「学校（子ども）は地域（福部）の宝!!」
　　　  ・アトラクション
　　　　◇八東平成太鼓チビッコ蓮
　　　　◇岩美町立岩美北小学校６年生
　　　　◇鳥取市立国府中学校傘踊り同好会
　　  ○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 20万円

演題　「高等学校における主権者教育」
   　　　　　　           講師　岩本　孝治
 （鳥取県教育委員会事務局高等学校課指導担当係長）
◉事例発表
鳥取県立米子東高等学校、鳥取県立米子高等学校

　　  ○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会　9,840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50回青少年育成鳥取県民大会（設立50周
年記念大会）
■オープニング　鼓魂組曲　打吹童子ばやし
■第38回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞発表
　・最優秀賞「タオルでつながる支援の輪」
　　　　松本　希沙　境港市立第一中学校
■関金子供歌舞伎DVD上映
　～地域の伝統を受け継ぐ子どもたち～
■講演　「子どもの明るい未来の創造」
　～子どもの貧困の再燃に備える：子ども
　　の貧困対策は未来づくり～
　　講　師　特定非営利活動法人
　　　　　　　山科醍醐こどものひろば

　　　　　　　　　　理事長　村井　琢哉

　（２） 芸術・文化活動助成　＜30万円＞
　　　○ 鳥取県中学校文化連盟 15万円
　　　○ 鳥取県高等学校文化連盟 15万円

　（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、418泊、337名、1,180,000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105名の加入者が有り、保険料の支
払いは以下のとおり３件（60，924円）でした。   
＜フルガード支払例＞
・釣りをしていた時、一時的に強風が吹き、竿が破損
した。（携行品）　　
・横断歩道を青で渡っていたら、曲がってきた車に
当てられ横転し、頭と手を負傷。（傷害）
・車で直進中、居眠り運転でセンターラインオーバ
ーの対向車に衝突された。（傷害）

　その他、友の会の会員の皆様にも入っていただい
ている自動車保険加入状況は以下のとおりでした。
団体契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご
加入いただきたいと思います。

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



3 4

　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　  29名　2,600万円

　２ 給付奨学金
　　（１）高校生対象の給付奨学金

・給付対象校は、国・県立学校33校及び私立
高校８校の計41校

・募集人員　41名　
・給付者（20万円給付）27校 27名

　　　　　　　（10万円給付）14校 28名　計55名　

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成28年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　  ＜791,370円＞
　 ①学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取市立修立小学校 校長　山本　孝子
　　　「つながり合い　学び合う　修立っ子の育成」

～めあてに向かってねばり強く取り組む授
業づくり～

　　【優 秀 賞】　　　５万円　（３件）
　　○ 鳥取市立東郷小学校 校長　加藤　昭二

「小規模校の強みを最大限に生かす」
～「カリキュラム･マネジメント」で学校活性
化をめざして～

　　○ 米子市立美保中学校 校長　小林　千春
　　　「子ども同士をつなぎ信頼ベースを育む学校づくり」

～小中一貫を踏まえ、教員＝ファシリテーター      
　であるという考えを基盤として～

平成28年度
教育振興事業の取り組み

鳥取教弘友の会　研修旅行

函館と下北半島・青森をめぐる２泊３日の旅

米子・倉吉から列車で鳥取へ　鳥取からバスで伊丹空港へ　そして函館へ
（五稜郭、教会　赤レンガ倉庫　函館山からの夜景）
函館のホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）（煌めく夜景）

函館からフェリーで大間へ下北半島を巡って青森へ
函館の朝市を巡り、お昼は大間のまぐろを食す　※津軽三味線の演奏
恐山を訪ね、下北半島を巡り青森へ　ホテルにて宿泊（夕食親睦交流会）

旅行代金未定（検討…12万円程度の予定）
研修旅行委員会メンバー　〔中林　保（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
）

10/24（火）

10/25（水）

三内丸山遺跡、ねぶたの家ワ・ラッセ
青森から伊丹空港へ　バスで鳥取へ　列車にて倉吉・米子へ10/26（木）

☆旅先で一番人気の函館を訪れる（五稜郭  教会  夜景を堪能する  次の日は朝市）
☆津軽海峡をフェリーで渡りマグロの大間へ　そして下北半島を南下して青森へ
　（大間まぐろ　恐山〔菩提寺〕 津軽三味線）
☆青森・津軽を巡る（三内丸山遺跡　ねぶたの家ワ・ラッセ）

　　○ 鳥取市立城北小学校 校長　長谷川誠一
　　　「喜んで登校、満足して下校できる学校づくり」
　　　 ～特別支援教育の視点をふまえて～
　　【奨 励 賞】　　　３万円　（５件）
　　○ 伯耆町立八郷小学校 校長　金田　和寿

「個に応じた確かな学力の定着と人間関係力
の育成」
～『教えて考えさせる授業』を通して確かな
学力の定着を図る～

　　○ 琴浦町立赤碕中学校 校長　中尾　昭二
「『あかさきチャレンジ』の挑戦」
～ボランティア活動による生徒の意識改革～

　　○ 鳥取市立湖山小学校 校長　福田　悦育
　　　「『響き合う湖山っ子』をめざして」
　　　 ～思いを言葉に乗せて～
　　○ 鳥取県立皆生養護学校 校長　河本　史幸

「感覚と運動の高次化理論を活用した指導・
支援の充実」
～外部専門家助言活用シートを利用して～

　　○ 江府町立江府小学校 校長　中島　昭生
「これからの社会に生きる資質能力を身につ
けた児童の育成」
～かかわり合いを通して新たな知を創造す
る算数授業の創造を通して～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取県立智頭農林高等学校 教頭　岸本　智志

「学習科学から見た地域学習」
～その理論と実践に向けて～

　　【優 秀 賞】　　　　 ５万円　（３件）
　　○ 境港市立境小学校 教諭　徳永　峻二
         ｢行事を通して個と集団を育てる」
　　　 ～境港市小学校連合音楽会・学習発表会　
　　　　 に向けての指導を中心に～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校 教諭　中村　篤人

 ｢“実践４Ｃ活動”地域に学ぶ」
 ～『探究心』・『創造力』・『実践力』育成に向
けて～

　　○ 鳥取県立鳥取養護学校 教諭　酒本　伸也
         ｢自立的に問題解決する数学指導のあり方」

～深く思考する学習過程と数学を学ぶ楽し
さを求めて～

　　【奨 励 賞】　　　　２万円　（２件）
　　○ 鳥取市立東中学校 教諭　下田　由人

｢社会を生きる力を育む」
～キャリア教育の視点に立って～

　　○ 鳥取大学附属中学校 教諭　山脇　雅也
｢『主体的･対話的な深い学び』を実現する中学
校数学科の授業実践とその分析」

 （２）第22回　公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
　①学校部門（奨励賞）
　　○ 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」
の育成
～よりよく生きるための基盤となる道徳授
業をめざして～

　　○ 鳥取市立倉田小学校 校長　山本　英世
｢学びの自立と協働をめざして」
～進んで課題に取り組み、楽しく学び合う算
数学習～

　②個人部門（奨励賞）
　　○ 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」

（３）第33回  公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　①学校研究（採択）
　　○ 伯耆町立岸本中学校 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～

　②個人研究（採択）
　　○ 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」

　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　　１６０万円       
　　○ 鳥取市立醇風小学校  校長　北村　知憲  

｢心ときめかせ、ふるさと醇風ととともに伸び
る児童」

　　○ 鳥取市立神戸小学校  校長　高木　雅子  
｢生き生きと伝え合い、高まり合う子どもの育
成」

　　○ 鳥取市立末恒小学校  校長　保木本倫久  
｢学力と社会性を高める協同学習への取り組
み」

　　○ 鳥取市立岩倉小学校  校長　杉本由美子  
｢互いの考えや思いの交流を通して、学ぶ楽し
さを実感する授業づくり」

　　○ 鳥取市立福部未来学園小学校  校長　山下　公男
｢10年間を見据えた幼小中一貫の新教育課程 
『福部未来学園プラン』の編成と実践･評価」

　　○ 鳥取市立河原第一小学校  校長　北村　正彦  
　　　｢絆を深め、かがやく河一の子どもたち」
　　○ 鳥取市立用瀬小学校  校長　木下　俊児 

｢自ら学習に取り組み、学んだことを活用し、
共に高め合おうとする子どもの育成」

　　○ 鳥取市立瑞穂小学校  校長　永見　文彦  
｢自ら学び、豊かに表現する力の育成」

　　○ 鳥取市立浜村小学校  校長　吉田　博幸  
｢豊かなかかわりを通して、自らを見つめ、と
もによりよく生きる子どもを目指して」

　　○ 倉吉市立西郷小学校  校長　明德　一志  
｢思いや願いを伝え合い、互いの良さを認め合
い、ともに高め合う子どもの育成」

　　○ 倉吉市立社小学校  校長　米村　秀昭  

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）

平成28年度
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｢自ら問い続け、考えを伝え合い、受けとめ合
う子どもの育成」

　　○ 琴浦町立八橋小学校  校長　藤田　博司  
　　　｢笑顔はじける学校」
　　○ 琴浦町立船上小学校 校長　中本久美子  

｢ふるさとを愛し、ともに未来を切り拓く船上
の子ども」

　　○ 米子市立福米西小学校  校長　土江　良一  
｢豊かな心と確かな学力をもち、自ら学ぼうと
する子どもの育成」

　　○ 米子市立尚徳小学校  校長　藤原　敏朗  
｢かかわり  つながり  支え合い  共に伸びる
子の育成」

　　○ 江府町立江府小学校  校長　中島　昭生  
　　　｢かかわり合い、豊かに学び、力を伸ばす児童の育成」

　　【中学校】助成校数　８校　　　８０万円  
　　○ 鳥取市立北中学校  校長　中嶋　　聖  

｢志を持ち、豊かな学びを追究する生徒の育
成」

　　○ 鳥取市立桜ヶ丘中学校 校長　中宇地昭人  
　　　｢考える力、表現力を伸ばす授業改革」
　　○ 鳥取市立福部未来学園中学校 校長　木村　正人
　　　｢思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美
　　　 しく）を高めていく生徒の育成」
　　○ 倉吉市立久米中学校 校長　福嶋千寿子
　　　｢書く力を伸ばすための授業の効率化の研究」
　　○ 湯梨浜町立東郷中学校 校長　小椋　勝美
　　　｢確かな学力の定着をめざして　主体的に関
　　　 わり合い、伝え合う生徒の育成」
　　○ 米子市立東山中学校 校長　秋田　　治
　　　｢豊かな心を育み、主体的に学ぶ生徒の育成」
　　○ 大山町立中山中学校 校長　井上　　昭
　　　｢全員参加のわかる・できる授業の推進」
　　○ 江府町立江府中学校 校長　富田　敦司
　　　｢進んで自己表現し、楽しみながら学び合い力
　　　 を伸ばす生徒の育成」

　　【県立学校】助成校数　４校　　４０万円
　　○ 鳥取商業高等学校 教諭　石本　将之

｢マーチングバンドにおけるカラーガードの
技術の向上」

　　○ 鳥取湖陵高等学校 教諭　戸國　義樹
｢鳥取湖陵高校ダンス部KCD『ふるさと鳥取
の街の活性化！』」

　　○ 岩美高等学校 教諭　岩田　久志
｢①第32回ジャパン・ステューデント・ジャズ･フ  
　ェスティバル2016への出演
②プロミュージシャンによるバンドクリニック」

　　○ 米子西高等学校 教諭　稲田　真司
｢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」

 　（２）教育団体研究助成　＜285.4万円＞
　　　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副校長・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 110.4万円 

　（３）教育研究大会助成　12件　＜153万円＞
○第32回中国五県造形教育研究大会（鳥取大会）　15万円
○第57次日教組全国学校事務研究集会　15万円
○第14回中国地区知的障害教育研究大会　15万円
○第47回中国・四国音楽教育研究大会鳥取大会　15万円
○中国ブロック少年補導センター連絡協議会
研修会兼鳥取市愛護センター少年補導員研
修会 10万円
○第46回日本PTA中国ブロック研究大会と
っとり大会　　　　　　　　　　   15万円
○平成28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   8万円                                                 
○平成28年度（第55回）日本海南部地区高等
学校水産教育研究協議会並びに生徒研究発
表   8万円
○第30回中国国語教育研究大会（鳥取大会） 
平成28年度鳥取県小学校国語教育研究大会 
 15万円

○第45回全日本中学校国語教育研究協議会
（鳥取大会）第30回中国地区国語教育研究
大会（鳥取大会）第42回鳥取県国語教育研
究協議会（鳥取大会）  15万円
○第57回全国病弱虚弱教育研究連盟研究協
議会並びに総会（鳥取大会）　　　   12万円 
○第64回中国地区公立高等学校事務職員研
究大会　　　　　　　　　　　　  10万円

　（４）へき地学校教育支援事業助成　２校　＜20万円＞
・準へき地校２校

　　○ 三朝町立南小学校 校長　中島　立志
｢心豊かでたくましい竹田っ子の育成」

　　○ 南部町立会見第二小学校 校長　渡邉不二子
｢小規模校のよさを活かした特色ある学校づくり」

　３　教育出版　
　　（１）教育実践研究論文集第10号の発刊

＜777,600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　　  ＜609,840円＞
　　  ○ 鳥取県ＰＴＡ協議会  30万円
　　　  ※中国ブロック大会として開催
　　　  ・記念講演

「つながろう！～家庭・学校・地域でつく
る心のふるさと～」

　　　　　　講　師　加藤シュウ（ラジオDJ）
　　　  ・実践発表
　　　　◇八頭町立隼小学校愛育会長　石谷　　優

「伝統の隼プールを中心に学校・保護者・
地域が一つにつながる」

　　　　◇鳥取市立東中学校教育振興会
　　　　　　　　　　　　　　前会長　岩﨑　伸一

「東中校区全体で『心豊かな子どもを育
てるために』」

　◇鳥取市立福部未来学園小学校ＰＴＡ会長
山本　哲也

「学校（子ども）は地域（福部）の宝!!」
　　　  ・アトラクション
　　　　◇八東平成太鼓チビッコ蓮
　　　　◇岩美町立岩美北小学校６年生
　　　　◇鳥取市立国府中学校傘踊り同好会
　　  ○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 20万円

演題　「高等学校における主権者教育」
   　　　　　　           講師　岩本　孝治
 （鳥取県教育委員会事務局高等学校課指導担当係長）
◉事例発表
鳥取県立米子東高等学校、鳥取県立米子高等学校

　　  ○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会　9,840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50回青少年育成鳥取県民大会（設立50周
年記念大会）
■オープニング　鼓魂組曲　打吹童子ばやし
■第38回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞発表
　・最優秀賞「タオルでつながる支援の輪」
　　　　松本　希沙　境港市立第一中学校
■関金子供歌舞伎DVD上映
　～地域の伝統を受け継ぐ子どもたち～
■講演　「子どもの明るい未来の創造」
　～子どもの貧困の再燃に備える：子ども
　　の貧困対策は未来づくり～
　　講　師　特定非営利活動法人
　　　　　　　山科醍醐こどものひろば

　　　　　　　　　　理事長　村井　琢哉

　（２） 芸術・文化活動助成　＜30万円＞
　　　○ 鳥取県中学校文化連盟 15万円
　　　○ 鳥取県高等学校文化連盟 15万円

　（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、418泊、337名、1,180,000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105名の加入者が有り、保険料の支
払いは以下のとおり３件（60，924円）でした。   
＜フルガード支払例＞
・釣りをしていた時、一時的に強風が吹き、竿が破損
した。（携行品）　　
・横断歩道を青で渡っていたら、曲がってきた車に
当てられ横転し、頭と手を負傷。（傷害）
・車で直進中、居眠り運転でセンターラインオーバ
ーの対向車に衝突された。（傷害）

　その他、友の会の会員の皆様にも入っていただい
ている自動車保険加入状況は以下のとおりでした。
団体契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご
加入いただきたいと思います。

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

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

一 奨学事業  
　１　貸与奨学金（大学生等対象）
　　・募集人員　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　  29名　2,600万円

　２ 給付奨学金
　　（１）高校生対象の給付奨学金

・給付対象校は、国・県立学校33校及び私立
高校８校の計41校

・募集人員　41名　
・給付者（20万円給付）27校 27名

　　　　　　　（10万円給付）14校 28名　計55名　

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成28年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　  ＜791,370円＞
　 ①学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取市立修立小学校 校長　山本　孝子
　　　「つながり合い　学び合う　修立っ子の育成」

～めあてに向かってねばり強く取り組む授
業づくり～

　　【優 秀 賞】　　　５万円　（３件）
　　○ 鳥取市立東郷小学校 校長　加藤　昭二

「小規模校の強みを最大限に生かす」
～「カリキュラム･マネジメント」で学校活性
化をめざして～

　　○ 米子市立美保中学校 校長　小林　千春
　　　「子ども同士をつなぎ信頼ベースを育む学校づくり」

～小中一貫を踏まえ、教員＝ファシリテーター      
　であるという考えを基盤として～

平成28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28年度加入件数 820 12件の減

（平成27年度加入件数） （832)

　　○ 鳥取市立城北小学校 校長　長谷川誠一
　　　「喜んで登校、満足して下校できる学校づくり」
　　　 ～特別支援教育の視点をふまえて～
　　【奨 励 賞】　　　３万円　（５件）
　　○ 伯耆町立八郷小学校 校長　金田　和寿

「個に応じた確かな学力の定着と人間関係力
の育成」
～『教えて考えさせる授業』を通して確かな
学力の定着を図る～

　　○ 琴浦町立赤碕中学校 校長　中尾　昭二
「『あかさきチャレンジ』の挑戦」
～ボランティア活動による生徒の意識改革～

　　○ 鳥取市立湖山小学校 校長　福田　悦育
　　　「『響き合う湖山っ子』をめざして」
　　　 ～思いを言葉に乗せて～
　　○ 鳥取県立皆生養護学校 校長　河本　史幸

「感覚と運動の高次化理論を活用した指導・
支援の充実」
～外部専門家助言活用シートを利用して～

　　○ 江府町立江府小学校 校長　中島　昭生
「これからの社会に生きる資質能力を身につ
けた児童の育成」
～かかわり合いを通して新たな知を創造す
る算数授業の創造を通して～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取県立智頭農林高等学校 教頭　岸本　智志

「学習科学から見た地域学習」
～その理論と実践に向けて～

　　【優 秀 賞】　　　　 ５万円　（３件）
　　○ 境港市立境小学校 教諭　徳永　峻二
         ｢行事を通して個と集団を育てる」
　　　 ～境港市小学校連合音楽会・学習発表会　
　　　　 に向けての指導を中心に～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校 教諭　中村　篤人

 ｢“実践４Ｃ活動”地域に学ぶ」
 ～『探究心』・『創造力』・『実践力』育成に向
けて～

　　○ 鳥取県立鳥取養護学校 教諭　酒本　伸也
         ｢自立的に問題解決する数学指導のあり方」

～深く思考する学習過程と数学を学ぶ楽し
さを求めて～

　　【奨 励 賞】　　　　２万円　（２件）
　　○ 鳥取市立東中学校 教諭　下田　由人

｢社会を生きる力を育む」
～キャリア教育の視点に立って～

　　○ 鳥取大学附属中学校 教諭　山脇　雅也
｢『主体的･対話的な深い学び』を実現する中学
校数学科の授業実践とその分析」

 （２）第22回　公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
　①学校部門（奨励賞）
　　○ 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」
の育成
～よりよく生きるための基盤となる道徳授
業をめざして～

　　○ 鳥取市立倉田小学校 校長　山本　英世
｢学びの自立と協働をめざして」
～進んで課題に取り組み、楽しく学び合う算
数学習～

　②個人部門（奨励賞）
　　○ 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」

（３）第33回  公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　①学校研究（採択）
　　○ 伯耆町立岸本中学校 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～

　②個人研究（採択）
　　○ 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」

　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　　１６０万円       
　　○ 鳥取市立醇風小学校  校長　北村　知憲  

｢心ときめかせ、ふるさと醇風ととともに伸び
る児童」

　　○ 鳥取市立神戸小学校  校長　高木　雅子  
｢生き生きと伝え合い、高まり合う子どもの育
成」

　　○ 鳥取市立末恒小学校  校長　保木本倫久  
｢学力と社会性を高める協同学習への取り組
み」

　　○ 鳥取市立岩倉小学校  校長　杉本由美子  
｢互いの考えや思いの交流を通して、学ぶ楽し
さを実感する授業づくり」

　　○ 鳥取市立福部未来学園小学校  校長　山下　公男
｢10年間を見据えた幼小中一貫の新教育課程 
『福部未来学園プラン』の編成と実践･評価」

　　○ 鳥取市立河原第一小学校  校長　北村　正彦  
　　　｢絆を深め、かがやく河一の子どもたち」
　　○ 鳥取市立用瀬小学校  校長　木下　俊児 

｢自ら学習に取り組み、学んだことを活用し、
共に高め合おうとする子どもの育成」

　　○ 鳥取市立瑞穂小学校  校長　永見　文彦  
｢自ら学び、豊かに表現する力の育成」

　　○ 鳥取市立浜村小学校  校長　吉田　博幸  
｢豊かなかかわりを通して、自らを見つめ、と
もによりよく生きる子どもを目指して」

　　○ 倉吉市立西郷小学校  校長　明德　一志  
｢思いや願いを伝え合い、互いの良さを認め合
い、ともに高め合う子どもの育成」

　　○ 倉吉市立社小学校  校長　米村　秀昭  

｢自ら問い続け、考えを伝え合い、受けとめ合
う子どもの育成」

　　○ 琴浦町立八橋小学校  校長　藤田　博司  
　　　｢笑顔はじける学校」
　　○ 琴浦町立船上小学校 校長　中本久美子  

｢ふるさとを愛し、ともに未来を切り拓く船上
の子ども」

　　○ 米子市立福米西小学校  校長　土江　良一  
｢豊かな心と確かな学力をもち、自ら学ぼうと
する子どもの育成」

　　○ 米子市立尚徳小学校  校長　藤原　敏朗  
｢かかわり  つながり  支え合い  共に伸びる
子の育成」

　　○ 江府町立江府小学校  校長　中島　昭生  
　　　｢かかわり合い、豊かに学び、力を伸ばす児童の育成」

　　【中学校】助成校数　８校　　　８０万円  
　　○ 鳥取市立北中学校  校長　中嶋　　聖  

｢志を持ち、豊かな学びを追究する生徒の育
成」

　　○ 鳥取市立桜ヶ丘中学校 校長　中宇地昭人  
　　　｢考える力、表現力を伸ばす授業改革」
　　○ 鳥取市立福部未来学園中学校 校長　木村　正人
　　　｢思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美
　　　 しく）を高めていく生徒の育成」
　　○ 倉吉市立久米中学校 校長　福嶋千寿子
　　　｢書く力を伸ばすための授業の効率化の研究」
　　○ 湯梨浜町立東郷中学校 校長　小椋　勝美
　　　｢確かな学力の定着をめざして　主体的に関
　　　 わり合い、伝え合う生徒の育成」
　　○ 米子市立東山中学校 校長　秋田　　治
　　　｢豊かな心を育み、主体的に学ぶ生徒の育成」
　　○ 大山町立中山中学校 校長　井上　　昭
　　　｢全員参加のわかる・できる授業の推進」
　　○ 江府町立江府中学校 校長　富田　敦司
　　　｢進んで自己表現し、楽しみながら学び合い力
　　　 を伸ばす生徒の育成」

　　【県立学校】助成校数　４校　　４０万円
　　○ 鳥取商業高等学校 教諭　石本　将之

｢マーチングバンドにおけるカラーガードの
技術の向上」

　　○ 鳥取湖陵高等学校 教諭　戸國　義樹
｢鳥取湖陵高校ダンス部KCD『ふるさと鳥取
の街の活性化！』」

　　○ 岩美高等学校 教諭　岩田　久志
｢①第32回ジャパン・ステューデント・ジャズ･フ  
　ェスティバル2016への出演
②プロミュージシャンによるバンドクリニック」

　　○ 米子西高等学校 教諭　稲田　真司
｢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」

 　（２）教育団体研究助成　＜285.4万円＞
　　　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副校長・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 110.4万円 

　（３）教育研究大会助成　12件　＜153万円＞
○第32回中国五県造形教育研究大会（鳥取大会）　15万円
○第57次日教組全国学校事務研究集会　15万円
○第14回中国地区知的障害教育研究大会　15万円
○第47回中国・四国音楽教育研究大会鳥取大会　15万円
○中国ブロック少年補導センター連絡協議会
研修会兼鳥取市愛護センター少年補導員研
修会 10万円
○第46回日本PTA中国ブロック研究大会と
っとり大会　　　　　　　　　　   15万円
○平成28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   8万円                                                 
○平成28年度（第55回）日本海南部地区高等
学校水産教育研究協議会並びに生徒研究発
表   8万円
○第30回中国国語教育研究大会（鳥取大会） 
平成28年度鳥取県小学校国語教育研究大会 
 15万円
○第45回全日本中学校国語教育研究協議会
（鳥取大会）第30回中国地区国語教育研究
大会（鳥取大会）第42回鳥取県国語教育研
究協議会（鳥取大会）  15万円

○第57回全国病弱虚弱教育研究連盟研究協
議会並びに総会（鳥取大会）　　　   12万円 
○第64回中国地区公立高等学校事務職員研
究大会　　　　　　　　　　　　  10万円

　（４）へき地学校教育支援事業助成　２校　＜20万円＞
・準へき地校２校

　　○ 三朝町立南小学校 校長　中島　立志
｢心豊かでたくましい竹田っ子の育成」

　　○ 南部町立会見第二小学校 校長　渡邉不二子
｢小規模校のよさを活かした特色ある学校づくり」

　３　教育出版　
　　（１）教育実践研究論文集第10号の発刊

＜777,600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　　  ＜609,840円＞
　　  ○ 鳥取県ＰＴＡ協議会  30万円
　　　  ※中国ブロック大会として開催
　　　  ・記念講演

「つながろう！～家庭・学校・地域でつく
る心のふるさと～」

　　　　　　講　師　加藤シュウ（ラジオDJ）
　　　  ・実践発表
　　　　◇八頭町立隼小学校愛育会長　石谷　　優

「伝統の隼プールを中心に学校・保護者・
地域が一つにつながる」

　　　　◇鳥取市立東中学校教育振興会
　　　　　　　　　　　　　　前会長　岩﨑　伸一

「東中校区全体で『心豊かな子どもを育
てるために』」

　◇鳥取市立福部未来学園小学校ＰＴＡ会長
山本　哲也

「学校（子ども）は地域（福部）の宝!!」
　　　  ・アトラクション
　　　　◇八東平成太鼓チビッコ蓮
　　　　◇岩美町立岩美北小学校６年生
　　　　◇鳥取市立国府中学校傘踊り同好会
　　  ○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 20万円

演題　「高等学校における主権者教育」
   　　　　　　           講師　岩本　孝治
 （鳥取県教育委員会事務局高等学校課指導担当係長）
◉事例発表
鳥取県立米子東高等学校、鳥取県立米子高等学校

　　  ○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会　9,840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50回青少年育成鳥取県民大会（設立50周
年記念大会）
■オープニング　鼓魂組曲　打吹童子ばやし
■第38回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞発表
　・最優秀賞「タオルでつながる支援の輪」
　　　　松本　希沙　境港市立第一中学校
■関金子供歌舞伎DVD上映
　～地域の伝統を受け継ぐ子どもたち～
■講演　「子どもの明るい未来の創造」
　～子どもの貧困の再燃に備える：子ども
　　の貧困対策は未来づくり～
　　講　師　特定非営利活動法人
　　　　　　　山科醍醐こどものひろば

　　　　　　　　　　理事長　村井　琢哉

　（２） 芸術・文化活動助成　＜30万円＞
　　　○ 鳥取県中学校文化連盟 15万円
　　　○ 鳥取県高等学校文化連盟 15万円

　（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、418泊、337名、1,180,000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105名の加入者が有り、保険料の支
払いは以下のとおり３件（60，924円）でした。   
＜フルガード支払例＞
・釣りをしていた時、一時的に強風が吹き、竿が破損
した。（携行品）　　
・横断歩道を青で渡っていたら、曲がってきた車に
当てられ横転し、頭と手を負傷。（傷害）
・車で直進中、居眠り運転でセンターラインオーバ
ーの対向車に衝突された。（傷害）

　その他、友の会の会員の皆様にも入っていただい
ている自動車保険加入状況は以下のとおりでした。
団体契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご
加入いただきたいと思います。

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

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

一 奨学事業  
　１　貸与奨学金（大学生等対象）
　　・募集人員　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　  29名　2,600万円

　２ 給付奨学金
　　（１）高校生対象の給付奨学金

・給付対象校は、国・県立学校33校及び私立
高校８校の計41校

・募集人員　41名　
・給付者（20万円給付）27校 27名

　　　　　　　（10万円給付）14校 28名　計55名　

二 教育研究助成事業 
　１ 教育実践研究論文
　（１）平成28年度鳥取支部募集教育実践研究論文
  　　　　　　　　　　　　　　　  ＜791,370円＞
　 ①学校研究（団体研究を含む） 
　　【最優秀賞】　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取市立修立小学校 校長　山本　孝子
　　　「つながり合い　学び合う　修立っ子の育成」

～めあてに向かってねばり強く取り組む授
業づくり～

　　【優 秀 賞】　　　５万円　（３件）
　　○ 鳥取市立東郷小学校 校長　加藤　昭二

「小規模校の強みを最大限に生かす」
～「カリキュラム･マネジメント」で学校活性
化をめざして～

　　○ 米子市立美保中学校 校長　小林　千春
　　　「子ども同士をつなぎ信頼ベースを育む学校づくり」

～小中一貫を踏まえ、教員＝ファシリテーター      
　であるという考えを基盤として～

平成28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28年度加入件数 820 12件の減

（平成27年度加入件数） （832)

　　○ 鳥取市立城北小学校 校長　長谷川誠一
　　　「喜んで登校、満足して下校できる学校づくり」
　　　 ～特別支援教育の視点をふまえて～
　　【奨 励 賞】　　　３万円　（５件）
　　○ 伯耆町立八郷小学校 校長　金田　和寿

「個に応じた確かな学力の定着と人間関係力
の育成」
～『教えて考えさせる授業』を通して確かな
学力の定着を図る～

　　○ 琴浦町立赤碕中学校 校長　中尾　昭二
「『あかさきチャレンジ』の挑戦」
～ボランティア活動による生徒の意識改革～

　　○ 鳥取市立湖山小学校 校長　福田　悦育
　　　「『響き合う湖山っ子』をめざして」
　　　 ～思いを言葉に乗せて～
　　○ 鳥取県立皆生養護学校 校長　河本　史幸

「感覚と運動の高次化理論を活用した指導・
支援の充実」
～外部専門家助言活用シートを利用して～

　　○ 江府町立江府小学校 校長　中島　昭生
「これからの社会に生きる資質能力を身につ
けた児童の育成」
～かかわり合いを通して新たな知を創造す
る算数授業の創造を通して～

　②個人研究（グループ研究を含む）
　　【最優秀賞】　　　１０万円　（１件）
　　○ 鳥取県立智頭農林高等学校 教頭　岸本　智志

「学習科学から見た地域学習」
～その理論と実践に向けて～

　　【優 秀 賞】　　　　 ５万円　（３件）
　　○ 境港市立境小学校 教諭　徳永　峻二
         ｢行事を通して個と集団を育てる」
　　　 ～境港市小学校連合音楽会・学習発表会　
　　　　 に向けての指導を中心に～
　　○ 鳥取県立鳥取商業高等学校 教諭　中村　篤人

 ｢“実践４Ｃ活動”地域に学ぶ」
 ～『探究心』・『創造力』・『実践力』育成に向
けて～

　　○ 鳥取県立鳥取養護学校 教諭　酒本　伸也
         ｢自立的に問題解決する数学指導のあり方」

～深く思考する学習過程と数学を学ぶ楽し
さを求めて～

　　【奨 励 賞】　　　　２万円　（２件）
　　○ 鳥取市立東中学校 教諭　下田　由人

｢社会を生きる力を育む」
～キャリア教育の視点に立って～

　　○ 鳥取大学附属中学校 教諭　山脇　雅也
｢『主体的･対話的な深い学び』を実現する中学
校数学科の授業実践とその分析」

 （２）第22回　公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
　①学校部門（奨励賞）
　　○ 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」
の育成
～よりよく生きるための基盤となる道徳授
業をめざして～

　　○ 鳥取市立倉田小学校 校長　山本　英世
｢学びの自立と協働をめざして」
～進んで課題に取り組み、楽しく学び合う算
数学習～

　②個人部門（奨励賞）
　　○ 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」

（３）第33回  公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　①学校研究（採択）
　　○ 伯耆町立岸本中学校 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～

　②個人研究（採択）
　　○ 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」

　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　　１６０万円       
　　○ 鳥取市立醇風小学校  校長　北村　知憲  

｢心ときめかせ、ふるさと醇風ととともに伸び
る児童」

　　○ 鳥取市立神戸小学校  校長　高木　雅子  
｢生き生きと伝え合い、高まり合う子どもの育
成」

　　○ 鳥取市立末恒小学校  校長　保木本倫久  
｢学力と社会性を高める協同学習への取り組
み」

　　○ 鳥取市立岩倉小学校  校長　杉本由美子  
｢互いの考えや思いの交流を通して、学ぶ楽し
さを実感する授業づくり」

　　○ 鳥取市立福部未来学園小学校  校長　山下　公男
｢10年間を見据えた幼小中一貫の新教育課程 
『福部未来学園プラン』の編成と実践･評価」

　　○ 鳥取市立河原第一小学校  校長　北村　正彦  
　　　｢絆を深め、かがやく河一の子どもたち」
　　○ 鳥取市立用瀬小学校  校長　木下　俊児 

｢自ら学習に取り組み、学んだことを活用し、
共に高め合おうとする子どもの育成」

　　○ 鳥取市立瑞穂小学校  校長　永見　文彦  
｢自ら学び、豊かに表現する力の育成」

　　○ 鳥取市立浜村小学校  校長　吉田　博幸  
｢豊かなかかわりを通して、自らを見つめ、と
もによりよく生きる子どもを目指して」

　　○ 倉吉市立西郷小学校  校長　明德　一志  
｢思いや願いを伝え合い、互いの良さを認め合
い、ともに高め合う子どもの育成」

　　○ 倉吉市立社小学校  校長　米村　秀昭  

｢自ら問い続け、考えを伝え合い、受けとめ合
う子どもの育成」

　　○ 琴浦町立八橋小学校  校長　藤田　博司  
　　　｢笑顔はじける学校」
　　○ 琴浦町立船上小学校 校長　中本久美子  

｢ふるさとを愛し、ともに未来を切り拓く船上
の子ども」

　　○ 米子市立福米西小学校  校長　土江　良一  
｢豊かな心と確かな学力をもち、自ら学ぼうと
する子どもの育成」

　　○ 米子市立尚徳小学校  校長　藤原　敏朗  
｢かかわり  つながり  支え合い  共に伸びる
子の育成」

　　○ 江府町立江府小学校  校長　中島　昭生  
　　　｢かかわり合い、豊かに学び、力を伸ばす児童の育成」

　　【中学校】助成校数　８校　　　８０万円  
　　○ 鳥取市立北中学校  校長　中嶋　　聖  

｢志を持ち、豊かな学びを追究する生徒の育
成」

　　○ 鳥取市立桜ヶ丘中学校 校長　中宇地昭人  
　　　｢考える力、表現力を伸ばす授業改革」
　　○ 鳥取市立福部未来学園中学校 校長　木村　正人
　　　｢思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美
　　　 しく）を高めていく生徒の育成」
　　○ 倉吉市立久米中学校 校長　福嶋千寿子
　　　｢書く力を伸ばすための授業の効率化の研究」
　　○ 湯梨浜町立東郷中学校 校長　小椋　勝美
　　　｢確かな学力の定着をめざして　主体的に関
　　　 わり合い、伝え合う生徒の育成」
　　○ 米子市立東山中学校 校長　秋田　　治
　　　｢豊かな心を育み、主体的に学ぶ生徒の育成」
　　○ 大山町立中山中学校 校長　井上　　昭
　　　｢全員参加のわかる・できる授業の推進」
　　○ 江府町立江府中学校 校長　富田　敦司
　　　｢進んで自己表現し、楽しみながら学び合い力
　　　 を伸ばす生徒の育成」

　　【県立学校】助成校数　４校　　４０万円
　　○ 鳥取商業高等学校 教諭　石本　将之

｢マーチングバンドにおけるカラーガードの
技術の向上」

　　○ 鳥取湖陵高等学校 教諭　戸國　義樹
｢鳥取湖陵高校ダンス部KCD『ふるさと鳥取
の街の活性化！』」

　　○ 岩美高等学校 教諭　岩田　久志
｢①第32回ジャパン・ステューデント・ジャズ･フ  
　ェスティバル2016への出演
②プロミュージシャンによるバンドクリニック」

　　○ 米子西高等学校 教諭　稲田　真司
｢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」

 　（２）教育団体研究助成　＜285.4万円＞
　　　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副校長・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 110.4万円 

　（３）教育研究大会助成　12件　＜153万円＞
○第32回中国五県造形教育研究大会（鳥取大会）　15万円
○第57次日教組全国学校事務研究集会　15万円
○第14回中国地区知的障害教育研究大会　15万円
○第47回中国・四国音楽教育研究大会鳥取大会　15万円
○中国ブロック少年補導センター連絡協議会
研修会兼鳥取市愛護センター少年補導員研
修会 10万円
○第46回日本PTA中国ブロック研究大会と
っとり大会　　　　　　　　　　   15万円
○平成28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   8万円                                                 
○平成28年度（第55回）日本海南部地区高等
学校水産教育研究協議会並びに生徒研究発
表   8万円
○第30回中国国語教育研究大会（鳥取大会） 
平成28年度鳥取県小学校国語教育研究大会 
 15万円

○第45回全日本中学校国語教育研究協議会
（鳥取大会）第30回中国地区国語教育研究
大会（鳥取大会）第42回鳥取県国語教育研
究協議会（鳥取大会）  15万円
○第57回全国病弱虚弱教育研究連盟研究協
議会並びに総会（鳥取大会）　　　   12万円 
○第64回中国地区公立高等学校事務職員研
究大会　　　　　　　　　　　　  10万円

　（４）へき地学校教育支援事業助成　２校　＜20万円＞
・準へき地校２校

　　○ 三朝町立南小学校 校長　中島　立志
｢心豊かでたくましい竹田っ子の育成」

　　○ 南部町立会見第二小学校 校長　渡邉不二子
｢小規模校のよさを活かした特色ある学校づくり」

　３　教育出版　
　　（１）教育実践研究論文集第10号の発刊

＜777,600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　　  ＜609,840円＞
　　  ○ 鳥取県ＰＴＡ協議会  30万円
　　　  ※中国ブロック大会として開催
　　　  ・記念講演

「つながろう！～家庭・学校・地域でつく
る心のふるさと～」

　　　　　　講　師　加藤シュウ（ラジオDJ）
　　　  ・実践発表
　　　　◇八頭町立隼小学校愛育会長　石谷　　優

「伝統の隼プールを中心に学校・保護者・
地域が一つにつながる」

　　　　◇鳥取市立東中学校教育振興会
　　　　　　　　　　　　　　前会長　岩﨑　伸一

「東中校区全体で『心豊かな子どもを育
てるために』」

　◇鳥取市立福部未来学園小学校ＰＴＡ会長
山本　哲也

「学校（子ども）は地域（福部）の宝!!」
　　　  ・アトラクション
　　　　◇八東平成太鼓チビッコ蓮
　　　　◇岩美町立岩美北小学校６年生
　　　　◇鳥取市立国府中学校傘踊り同好会
　　  ○ 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 20万円

演題　「高等学校における主権者教育」
   　　　　　　           講師　岩本　孝治
 （鳥取県教育委員会事務局高等学校課指導担当係長）
◉事例発表
鳥取県立米子東高等学校、鳥取県立米子高等学校

　　  ○ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会　9,840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50回青少年育成鳥取県民大会（設立50周
年記念大会）
■オープニング　鼓魂組曲　打吹童子ばやし
■第38回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞発表
　・最優秀賞「タオルでつながる支援の輪」
　　　　松本　希沙　境港市立第一中学校
■関金子供歌舞伎DVD上映
　～地域の伝統を受け継ぐ子どもたち～
■講演　「子どもの明るい未来の創造」
　～子どもの貧困の再燃に備える：子ども
　　の貧困対策は未来づくり～
　　講　師　特定非営利活動法人
　　　　　　　山科醍醐こどものひろば

　　　　　　　　　　理事長　村井　琢哉

　（２） 芸術・文化活動助成　＜30万円＞
　　　○ 鳥取県中学校文化連盟 15万円
　　　○ 鳥取県高等学校文化連盟 15万円

　（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、418泊、337名、1,180,000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105名の加入者が有り、保険料の支
払いは以下のとおり３件（60，924円）でした。   
＜フルガード支払例＞
・釣りをしていた時、一時的に強風が吹き、竿が破損
した。（携行品）　　
・横断歩道を青で渡っていたら、曲がってきた車に
当てられ横転し、頭と手を負傷。（傷害）
・車で直進中、居眠り運転でセンターラインオーバ
ーの対向車に衝突された。（傷害）

　その他、友の会の会員の皆様にも入っていただい
ている自動車保険加入状況は以下のとおりでした。
団体契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご
加入いただきたいと思います。

お尋ね、申込は、事務局へご連絡ください。
（ＴＥＬ 0857-26-5334）
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た半分近くは捨てていたのが目についた。修行して
立派な職人になるだろうなと思うと思わず声援を送
りたくなった。ミュージアムということで、江戸時代
から昭和にかけての弁当容器や旅の携帯品の数々に
も心ひかれた。次に五箇山の合掌造り集落見学。

　岐阜県の白川郷と並ぶ合掌造りの集落のメッカで
ある。白川郷と比べ、集落数が少なく、20棟の建物が
残っている。私にとって、茅葺の屋根、養蚕跡を見る
のは郷愁を誘われることの一言に尽きる。我が家で
養蚕は昭和30年代まで、茅葺の屋根は職人がいない
ということで昭和55年まで生活の一部であったから
である。白川郷では感じなかった、前の家が取り壊さ
れる時に母が言っていた「築150年の家が…」が蘇っ
てきた。
　夕食は金沢市内の「さくら茶屋」であった。料理も
さることながら障子・襖などの内装と食器が素晴ら
しかった。さすが老舗と感じた。宿泊は金沢市内のホ
テルマイステイズ金沢キャッスルであった。
　最終日は金沢のひがし茶屋街散策である。ここは
江戸時代後期約200年前に集められた藩公認お茶屋
である。裏道の金沢ひがし廊「志摩」に入り、客が一人
だったせいか、芸者風のお姉さんに話を伺うことが
できた。また、ここで金箔貼り体験をした。金箔のま
ち金沢でしか体験できないのではないか。話の途中
で、作業に取りかかったため、店の人に直してもらう

という失敗をしてしまった。以前子どもたちには、注
意していたものだが。まさに、「のど元過ぎれば…」で
ある。

　次に行ったのは兼六園である。日本三大庭園の一
つで、廻遊式庭園である。加賀藩主が何代も渡って作
り上げたものである。広さも11.7haもあり、今回は冬
の支度をする直前の兼六園であった。四季折り折り
に見どころのある庭園である。予定ではここで時間
を十分に取る予定であったが、それより金沢駅の時
間をということになり、昼食終了後、駅に向かった。
　金沢駅では時間が十分にあるため、どうしようか
と悩んだが、団長の川上先生のあとに続き、大吟醸の
利き酒をした。元来下戸である私は三種類の大吟醸
を二舐め、三舐めする予定が完飲することができた。
これは勿論、川上先生の話術も影響しただろう。サン
ダーバード、新幹線、伯備線と乗り継ぎ帰路に着いた。

　今回、鳥教弘友の会の研修旅行に初めて参加した。
退職後、ほとんどの場合一人旅か、さもなければ友と
の旅行であった。初めてお目にかかる教職経験者と
の旅で、最初は緊張気味であったが、団長の川上先生
をはじめ、参加者の皆さんと和気あいあいで楽しい
旅ができたことを感謝している。最後に、微に入り、
細に入り、お世話いただいた教弘友の会事務局長の
山根さんにお礼申し上げます。

　友の会の旅行は今年で２回目、昨年の軍艦島・五
島列島など最高で、今年はどこへ案内してもらえる
のか楽しみだった。前々から行きたかった所があり、
全てキャンセルして参加した。15名の参加で旅行成
立ほっとする。鳥取中部地震の被害が大きい中、実施
できるか不安だった。
　スーパーはくとで走行中に「鹿」と衝突などのハプ
ニングがあったが、無事に新大阪に着いた。北陸新幹
線開通で人気となっている金沢へは、サンダーバー
ドで向かった。車両には女性専用車両があり驚いた。
　金沢駅から３日間「かなざわ額交通」にお世話にな
った。ドライバー、ガイドともにベテランに支えられ
ての観光にワクワク気分である。

①　千里浜なぎさドライブウェイ
　10㎞程の砂浜をバスがスイスイ走るのには驚い
た。
　ここの砂は湿り気が
あるとぎゅっと砂がし
まって走りやすいそう
だ。乾いた砂はタイヤ
がうまって走りにくい
との説明だった。鳥取
の砂地では、考えられ
ないことだった。

②　しおやす漆器工房
　漆の木の樹皮を傷つけ、流れる樹脂が大木でもわ
ずかであり塵がつかないようにとの配慮、塗る、研ぐ
を何回もする工程があるということで一つの作品に
時間がかかる。だからどの作品も「０」がたくさんつ
く高価な輪島塗だった。この場所で買うと値打ちが
あるのにと思いつつ諦めた。

③　白米千枚田
　海を臨む急斜面につくられた水田の数が1004枚で
千枚田と言われた。その内の２つが50㎝四方の畑と
聞いてびっくり、農民
たちの強い絆と畑へ
のこだわりに胸打た
れる。畦道にＬＥＤラ
イトが取り付けられ
ていると聞いて、夜景
をひと目みたい気持
ちになった。

◇　御陣乗太鼓
　木の皮で作ったお面
を被り、髪に見立てた
海藻を頭に付け太鼓を
力強く打ち続けながら
天にも届くかけ声と共
に手足を勇壮に動かす
迫力満点に魅了され
た。夕食後の１時間だ
った。上杉謙信軍による能登攻略への奇襲作戦が起
源だそうだ。
　
 【２日目】
④　輪島朝市
　晴天、心晴れやか、８時出発、すぐ着いた。１千年以
上前からの農民と漁民の物々交換から始まった。朝
市は350ｍの長さがあり、両サイドに店がびっしり並
んでいた。藁で編んだ草履に大きいのや小さいのが
あったが、飾りとして作られた極小の藁草履に目が
止まった。かわいいな。上手にできているな。早朝の
せいか元気なとびかう声は聞かれなかった。

⑤　瑞龍寺
　２時間程バスに揺られて着いた。
　中国の寺院建築を模して建立されたもので、総門・
山門・仏殿・法堂が一直線に配列されていて総檜造
り、総欅造りの力作の建
物に目をみはった。特
に、地下2.5ｍもの基礎工
事には驚いた。約20年の
歳月を要して完成させ
たという。重厚な建物を
見上げながら案内の声
に聞き入った。

⑥　五箇山の合掌造り
　今回の旅行の一番の楽しみが合掌造りだった。地
域住民60人程が100～200年前の合掌造りを守りな
がら生活している。屋根の勾配は60度、断面は正三角
形に近く雪が滑り落ちやすい形にしてある。釘を使
わずピンとハネガイで補強している。１階は生活の
場、囲炉裏に火が入っていた。２階は３階と共に広く
養蚕の場となって蚕、繭、桑の葉、糸車など当時を再
現してあった。幼い頃、桑畑に行って桑の実をちぎっ
て食べていた頃を思い出し懐かしかった。高い山に
ある撮影スポットまで歩き合掌造りの集落をカメラ
に収め満足した。

 【３日目】
⑦　ひがし茶屋街散策
　空模様が怪しい中、ひがし茶屋街を散策した。子孫
繁栄、商売繁昌を願ってか家の塀にはとうもろこし
を下げていた家があった。あちこちの店に入りお土
産を買った。ここでは『金箔貼り』の体験もあった。手
のひらにのせた１万分の１㎜の薄さの金箔を箸に巻
き付けた。これから使う箸にしようかな。金箔のソフ
トクリームを食べている人がいた。私も食べたかった。

⑧　兼六園
　日本三大庭園（後楽園、偕楽園）の一つである兼六
園の観光である。雄大な廻遊式庭園で宏大・幽邃・
人力・蒼古・水泉・眺望の六勝を兼ねるという意味
で兼六園と命名されたとガイドから聞く。根上松を
はじめ見事な形のたくさんの松、園内を流れる豊か
な水、噴水、たくさんの橋が庭の景観をよくしてい
た。豊富な水や木々が人々の心を癒やしてくれる最
高の庭園だった。
　つれあいがいない今、楽しい旅になるか心配しな
がら参加した。何とびっくり、若き時代の教え子が一
人で参加していて３日間共に行動できたことが何よ
り嬉しかった。
　旅行企画もよく、旅行委員の方々には、事前は勿
論、旅行中も大変お世話になり充実した研修旅行に
なった。楽しいかどうかは観光地だけではない。私に
とっては、話し相手がいるかどうかである。

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】
東部地区　八木　武子

会 員 の 声

　10月26日（水）６時10分米子駅集合ということで、
６時前に米子駅に着いた。外はまだ暗く、行きかう人
もまばらな中、ＪＴＢの田中さんが待っておられた。
定刻通りに塚根夫妻が来られ、西部地区参加者３名
が揃った。教弘友の会事務局から７名の参加者と言
われ方々に電話したが、結果的には西部地区から３
名。伯備線のやくも、山陽新幹線のぞみで新大阪駅
へ。そこで、今回の参加者15名と添乗員のＪＴＢ多賀
さんと合流する。年齢構成は60歳代から80歳代まで。
挨拶を交わしながら感じたのは仲良く旅が続けられ
そうだとの予感である。
　サンダーバード号で金沢駅到着後、観光バスに乗
り込み、千里浜なぎさドライブウェイへ。
　ここは、海岸沿いを観光バスで通るという珍しい
道路であった。確かに目の細かい砂で、多少の湿気が
あると固くなることは分かるが、大型バスで、しか
も、18人も乗っているので、心配された方もあったか
もしれない。

　次に訪れたのは、輪島塗の店舗しおやす漆器工房
である。
　輪島塗とは厚手の木地に生漆と米糊を混ぜたもの
で布を貼って補強し、生漆と米糊、そして焼成珪藻土
を混ぜた下地を何層にも厚く施した「丈夫さ」に重き

をおいて作られている漆器である。日本が生んだ芸
術作品で、〇の数が２つくらい少なければ買うこと
ができるのにと思いながら、白米（しろよね）千枚田
へ。白米千枚田は「日本の原風景」と呼ばれ、2011年世
界農業遺産に認定されている。水田一面あたり約18
平方メートルと小さくて約４ヘクタールの範囲に
1,004枚もの棚田がある。時間が許せば、棚田のあぜ
に21,000個のソーラー LEDで輝く姿を見たかった
が、後ろ髪を引かれる思いで夕食会場 料亭みや新へ
と移動していった。それからホテル高州園と。こうし
て、私にとって30数年ぶりの能登の夜は更けていっ
た。
　翌日は、輪島の朝市である。能登と言えば朝市であ
る。360メートルの通りに約200もの出店が並び、元
気なおばあちゃんたちの「こーてくで～」（買って行
って）の声が響いていた。品物は主に野菜と海産物。
以前は値段交渉をした覚えはあるが、今回は交渉し
ないで、先方の言い値で購入した。それにしても平均
年齢は70歳台。おばあちゃんパワーを見せつけられた。

　次に行ったのは、瑞龍寺。この寺は、富山県高岡市
にあって、曹洞宗の寺院で富山県唯一の国宝寺院。こ
の旅行で初めて訪れる建物であった。これは、加賀藩
二代藩主前田利長が建立し、三代藩主の利常が二代
利長を弔うため改修
された建物である。周
囲に壕を設け、まさに
城 郭 を 思 わ せ る。
36,000坪 の 中 に、総
門、山門、仏殿、法堂、
僧堂、回廊と軒並み荘
厳な寺院であった。
　昼食は源ますのすしミュージアムでいただいた。
ますのすし作りの実演で、ベテランの他に、若い職人
の作業風景も見学したが、上手に切れないのか、切っ

金沢と能登半島・世界遺産五箇山をめぐる
２泊３日の旅コース 
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た半分近くは捨てていたのが目についた。修行して
立派な職人になるだろうなと思うと思わず声援を送
りたくなった。ミュージアムということで、江戸時代
から昭和にかけての弁当容器や旅の携帯品の数々に
も心ひかれた。次に五箇山の合掌造り集落見学。

　岐阜県の白川郷と並ぶ合掌造りの集落のメッカで
ある。白川郷と比べ、集落数が少なく、20棟の建物が
残っている。私にとって、茅葺の屋根、養蚕跡を見る
のは郷愁を誘われることの一言に尽きる。我が家で
養蚕は昭和30年代まで、茅葺の屋根は職人がいない
ということで昭和55年まで生活の一部であったから
である。白川郷では感じなかった、前の家が取り壊さ
れる時に母が言っていた「築150年の家が…」が蘇っ
てきた。
　夕食は金沢市内の「さくら茶屋」であった。料理も
さることながら障子・襖などの内装と食器が素晴ら
しかった。さすが老舗と感じた。宿泊は金沢市内のホ
テルマイステイズ金沢キャッスルであった。
　最終日は金沢のひがし茶屋街散策である。ここは
江戸時代後期約200年前に集められた藩公認お茶屋
である。裏道の金沢ひがし廊「志摩」に入り、客が一人
だったせいか、芸者風のお姉さんに話を伺うことが
できた。また、ここで金箔貼り体験をした。金箔のま
ち金沢でしか体験できないのではないか。話の途中
で、作業に取りかかったため、店の人に直してもらう

という失敗をしてしまった。以前子どもたちには、注
意していたものだが。まさに、「のど元過ぎれば…」で
ある。

　次に行ったのは兼六園である。日本三大庭園の一
つで、廻遊式庭園である。加賀藩主が何代も渡って作
り上げたものである。広さも11.7haもあり、今回は冬
の支度をする直前の兼六園であった。四季折り折り
に見どころのある庭園である。予定ではここで時間
を十分に取る予定であったが、それより金沢駅の時
間をということになり、昼食終了後、駅に向かった。
　金沢駅では時間が十分にあるため、どうしようか
と悩んだが、団長の川上先生のあとに続き、大吟醸の
利き酒をした。元来下戸である私は三種類の大吟醸
を二舐め、三舐めする予定が完飲することができた。
これは勿論、川上先生の話術も影響しただろう。サン
ダーバード、新幹線、伯備線と乗り継ぎ帰路に着いた。

　今回、鳥教弘友の会の研修旅行に初めて参加した。
退職後、ほとんどの場合一人旅か、さもなければ友と
の旅行であった。初めてお目にかかる教職経験者と
の旅で、最初は緊張気味であったが、団長の川上先生
をはじめ、参加者の皆さんと和気あいあいで楽しい
旅ができたことを感謝している。最後に、微に入り、
細に入り、お世話いただいた教弘友の会事務局長の
山根さんにお礼申し上げます。

　友の会の旅行は今年で２回目、昨年の軍艦島・五
島列島など最高で、今年はどこへ案内してもらえる
のか楽しみだった。前々から行きたかった所があり、
全てキャンセルして参加した。15名の参加で旅行成
立ほっとする。鳥取中部地震の被害が大きい中、実施
できるか不安だった。
　スーパーはくとで走行中に「鹿」と衝突などのハプ
ニングがあったが、無事に新大阪に着いた。北陸新幹
線開通で人気となっている金沢へは、サンダーバー
ドで向かった。車両には女性専用車両があり驚いた。
　金沢駅から３日間「かなざわ額交通」にお世話にな
った。ドライバー、ガイドともにベテランに支えられ
ての観光にワクワク気分である。

①　千里浜なぎさドライブウェイ
　10㎞程の砂浜をバスがスイスイ走るのには驚い
た。
　ここの砂は湿り気が
あるとぎゅっと砂がし
まって走りやすいそう
だ。乾いた砂はタイヤ
がうまって走りにくい
との説明だった。鳥取
の砂地では、考えられ
ないことだった。

②　しおやす漆器工房
　漆の木の樹皮を傷つけ、流れる樹脂が大木でもわ
ずかであり塵がつかないようにとの配慮、塗る、研ぐ
を何回もする工程があるということで一つの作品に
時間がかかる。だからどの作品も「０」がたくさんつ
く高価な輪島塗だった。この場所で買うと値打ちが
あるのにと思いつつ諦めた。

③　白米千枚田
　海を臨む急斜面につくられた水田の数が1004枚で
千枚田と言われた。その内の２つが50㎝四方の畑と
聞いてびっくり、農民
たちの強い絆と畑へ
のこだわりに胸打た
れる。畦道にＬＥＤラ
イトが取り付けられ
ていると聞いて、夜景
をひと目みたい気持
ちになった。

◇　御陣乗太鼓
　木の皮で作ったお面
を被り、髪に見立てた
海藻を頭に付け太鼓を
力強く打ち続けながら
天にも届くかけ声と共
に手足を勇壮に動かす
迫力満点に魅了され
た。夕食後の１時間だ
った。上杉謙信軍による能登攻略への奇襲作戦が起
源だそうだ。
　
 【２日目】
④　輪島朝市
　晴天、心晴れやか、８時出発、すぐ着いた。１千年以
上前からの農民と漁民の物々交換から始まった。朝
市は350ｍの長さがあり、両サイドに店がびっしり並
んでいた。藁で編んだ草履に大きいのや小さいのが
あったが、飾りとして作られた極小の藁草履に目が
止まった。かわいいな。上手にできているな。早朝の
せいか元気なとびかう声は聞かれなかった。

⑤　瑞龍寺
　２時間程バスに揺られて着いた。
　中国の寺院建築を模して建立されたもので、総門・
山門・仏殿・法堂が一直線に配列されていて総檜造
り、総欅造りの力作の建
物に目をみはった。特
に、地下2.5ｍもの基礎工
事には驚いた。約20年の
歳月を要して完成させ
たという。重厚な建物を
見上げながら案内の声
に聞き入った。

⑥　五箇山の合掌造り
　今回の旅行の一番の楽しみが合掌造りだった。地
域住民60人程が100～200年前の合掌造りを守りな
がら生活している。屋根の勾配は60度、断面は正三角
形に近く雪が滑り落ちやすい形にしてある。釘を使
わずピンとハネガイで補強している。１階は生活の
場、囲炉裏に火が入っていた。２階は３階と共に広く
養蚕の場となって蚕、繭、桑の葉、糸車など当時を再
現してあった。幼い頃、桑畑に行って桑の実をちぎっ
て食べていた頃を思い出し懐かしかった。高い山に
ある撮影スポットまで歩き合掌造りの集落をカメラ
に収め満足した。

 【３日目】
⑦　ひがし茶屋街散策
　空模様が怪しい中、ひがし茶屋街を散策した。子孫
繁栄、商売繁昌を願ってか家の塀にはとうもろこし
を下げていた家があった。あちこちの店に入りお土
産を買った。ここでは『金箔貼り』の体験もあった。手
のひらにのせた１万分の１㎜の薄さの金箔を箸に巻
き付けた。これから使う箸にしようかな。金箔のソフ
トクリームを食べている人がいた。私も食べたかった。

⑧　兼六園
　日本三大庭園（後楽園、偕楽園）の一つである兼六
園の観光である。雄大な廻遊式庭園で宏大・幽邃・
人力・蒼古・水泉・眺望の六勝を兼ねるという意味
で兼六園と命名されたとガイドから聞く。根上松を
はじめ見事な形のたくさんの松、園内を流れる豊か
な水、噴水、たくさんの橋が庭の景観をよくしてい
た。豊富な水や木々が人々の心を癒やしてくれる最
高の庭園だった。
　つれあいがいない今、楽しい旅になるか心配しな
がら参加した。何とびっくり、若き時代の教え子が一
人で参加していて３日間共に行動できたことが何よ
り嬉しかった。
　旅行企画もよく、旅行委員の方々には、事前は勿
論、旅行中も大変お世話になり充実した研修旅行に
なった。楽しいかどうかは観光地だけではない。私に
とっては、話し相手がいるかどうかである。

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】
東部地区　八木　武子

会 員 の 声

　10月26日（水）６時10分米子駅集合ということで、
６時前に米子駅に着いた。外はまだ暗く、行きかう人
もまばらな中、ＪＴＢの田中さんが待っておられた。
定刻通りに塚根夫妻が来られ、西部地区参加者３名
が揃った。教弘友の会事務局から７名の参加者と言
われ方々に電話したが、結果的には西部地区から３
名。伯備線のやくも、山陽新幹線のぞみで新大阪駅
へ。そこで、今回の参加者15名と添乗員のＪＴＢ多賀
さんと合流する。年齢構成は60歳代から80歳代まで。
挨拶を交わしながら感じたのは仲良く旅が続けられ
そうだとの予感である。
　サンダーバード号で金沢駅到着後、観光バスに乗
り込み、千里浜なぎさドライブウェイへ。
　ここは、海岸沿いを観光バスで通るという珍しい
道路であった。確かに目の細かい砂で、多少の湿気が
あると固くなることは分かるが、大型バスで、しか
も、18人も乗っているので、心配された方もあったか
もしれない。

　次に訪れたのは、輪島塗の店舗しおやす漆器工房
である。
　輪島塗とは厚手の木地に生漆と米糊を混ぜたもの
で布を貼って補強し、生漆と米糊、そして焼成珪藻土
を混ぜた下地を何層にも厚く施した「丈夫さ」に重き

をおいて作られている漆器である。日本が生んだ芸
術作品で、〇の数が２つくらい少なければ買うこと
ができるのにと思いながら、白米（しろよね）千枚田
へ。白米千枚田は「日本の原風景」と呼ばれ、2011年世
界農業遺産に認定されている。水田一面あたり約18
平方メートルと小さくて約４ヘクタールの範囲に
1,004枚もの棚田がある。時間が許せば、棚田のあぜ
に21,000個のソーラー LEDで輝く姿を見たかった
が、後ろ髪を引かれる思いで夕食会場 料亭みや新へ
と移動していった。それからホテル高州園と。こうし
て、私にとって30数年ぶりの能登の夜は更けていっ
た。
　翌日は、輪島の朝市である。能登と言えば朝市であ
る。360メートルの通りに約200もの出店が並び、元
気なおばあちゃんたちの「こーてくで～」（買って行
って）の声が響いていた。品物は主に野菜と海産物。
以前は値段交渉をした覚えはあるが、今回は交渉し
ないで、先方の言い値で購入した。それにしても平均
年齢は70歳台。おばあちゃんパワーを見せつけられた。

　次に行ったのは、瑞龍寺。この寺は、富山県高岡市
にあって、曹洞宗の寺院で富山県唯一の国宝寺院。こ
の旅行で初めて訪れる建物であった。これは、加賀藩
二代藩主前田利長が建立し、三代藩主の利常が二代
利長を弔うため改修
された建物である。周
囲に壕を設け、まさに
城 郭 を 思 わ せ る。
36,000坪 の 中 に、総
門、山門、仏殿、法堂、
僧堂、回廊と軒並み荘
厳な寺院であった。
　昼食は源ますのすしミュージアムでいただいた。
ますのすし作りの実演で、ベテランの他に、若い職人
の作業風景も見学したが、上手に切れないのか、切っ

金沢と能登半島・世界遺産五箇山をめぐる
２泊３日の旅コース 
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た半分近くは捨てていたのが目についた。修行して
立派な職人になるだろうなと思うと思わず声援を送
りたくなった。ミュージアムということで、江戸時代
から昭和にかけての弁当容器や旅の携帯品の数々に
も心ひかれた。次に五箇山の合掌造り集落見学。

　岐阜県の白川郷と並ぶ合掌造りの集落のメッカで
ある。白川郷と比べ、集落数が少なく、20棟の建物が
残っている。私にとって、茅葺の屋根、養蚕跡を見る
のは郷愁を誘われることの一言に尽きる。我が家で
養蚕は昭和30年代まで、茅葺の屋根は職人がいない
ということで昭和55年まで生活の一部であったから
である。白川郷では感じなかった、前の家が取り壊さ
れる時に母が言っていた「築150年の家が…」が蘇っ
てきた。
　夕食は金沢市内の「さくら茶屋」であった。料理も
さることながら障子・襖などの内装と食器が素晴ら
しかった。さすが老舗と感じた。宿泊は金沢市内のホ
テルマイステイズ金沢キャッスルであった。
　最終日は金沢のひがし茶屋街散策である。ここは
江戸時代後期約200年前に集められた藩公認お茶屋
である。裏道の金沢ひがし廊「志摩」に入り、客が一人
だったせいか、芸者風のお姉さんに話を伺うことが
できた。また、ここで金箔貼り体験をした。金箔のま
ち金沢でしか体験できないのではないか。話の途中
で、作業に取りかかったため、店の人に直してもらう

という失敗をしてしまった。以前子どもたちには、注
意していたものだが。まさに、「のど元過ぎれば…」で
ある。

　次に行ったのは兼六園である。日本三大庭園の一
つで、廻遊式庭園である。加賀藩主が何代も渡って作
り上げたものである。広さも11.7haもあり、今回は冬
の支度をする直前の兼六園であった。四季折り折り
に見どころのある庭園である。予定ではここで時間
を十分に取る予定であったが、それより金沢駅の時
間をということになり、昼食終了後、駅に向かった。
　金沢駅では時間が十分にあるため、どうしようか
と悩んだが、団長の川上先生のあとに続き、大吟醸の
利き酒をした。元来下戸である私は三種類の大吟醸
を二舐め、三舐めする予定が完飲することができた。
これは勿論、川上先生の話術も影響しただろう。サン
ダーバード、新幹線、伯備線と乗り継ぎ帰路に着いた。

　今回、鳥教弘友の会の研修旅行に初めて参加した。
退職後、ほとんどの場合一人旅か、さもなければ友と
の旅行であった。初めてお目にかかる教職経験者と
の旅で、最初は緊張気味であったが、団長の川上先生
をはじめ、参加者の皆さんと和気あいあいで楽しい
旅ができたことを感謝している。最後に、微に入り、
細に入り、お世話いただいた教弘友の会事務局長の
山根さんにお礼申し上げます。

　友の会の旅行は今年で２回目、昨年の軍艦島・五
島列島など最高で、今年はどこへ案内してもらえる
のか楽しみだった。前々から行きたかった所があり、
全てキャンセルして参加した。15名の参加で旅行成
立ほっとする。鳥取中部地震の被害が大きい中、実施
できるか不安だった。
　スーパーはくとで走行中に「鹿」と衝突などのハプ
ニングがあったが、無事に新大阪に着いた。北陸新幹
線開通で人気となっている金沢へは、サンダーバー
ドで向かった。車両には女性専用車両があり驚いた。
　金沢駅から３日間「かなざわ額交通」にお世話にな
った。ドライバー、ガイドともにベテランに支えられ
ての観光にワクワク気分である。

①　千里浜なぎさドライブウェイ
　10㎞程の砂浜をバスがスイスイ走るのには驚い
た。
　ここの砂は湿り気が
あるとぎゅっと砂がし
まって走りやすいそう
だ。乾いた砂はタイヤ
がうまって走りにくい
との説明だった。鳥取
の砂地では、考えられ
ないことだった。

②　しおやす漆器工房
　漆の木の樹皮を傷つけ、流れる樹脂が大木でもわ
ずかであり塵がつかないようにとの配慮、塗る、研ぐ
を何回もする工程があるということで一つの作品に
時間がかかる。だからどの作品も「０」がたくさんつ
く高価な輪島塗だった。この場所で買うと値打ちが
あるのにと思いつつ諦めた。

③　白米千枚田
　海を臨む急斜面につくられた水田の数が1004枚で
千枚田と言われた。その内の２つが50㎝四方の畑と
聞いてびっくり、農民
たちの強い絆と畑へ
のこだわりに胸打た
れる。畦道にＬＥＤラ
イトが取り付けられ
ていると聞いて、夜景
をひと目みたい気持
ちになった。

◇　御陣乗太鼓
　木の皮で作ったお面
を被り、髪に見立てた
海藻を頭に付け太鼓を
力強く打ち続けながら
天にも届くかけ声と共
に手足を勇壮に動かす
迫力満点に魅了され
た。夕食後の１時間だ
った。上杉謙信軍による能登攻略への奇襲作戦が起
源だそうだ。
　
 【２日目】
④　輪島朝市
　晴天、心晴れやか、８時出発、すぐ着いた。１千年以
上前からの農民と漁民の物々交換から始まった。朝
市は350ｍの長さがあり、両サイドに店がびっしり並
んでいた。藁で編んだ草履に大きいのや小さいのが
あったが、飾りとして作られた極小の藁草履に目が
止まった。かわいいな。上手にできているな。早朝の
せいか元気なとびかう声は聞かれなかった。

⑤　瑞龍寺
　２時間程バスに揺られて着いた。
　中国の寺院建築を模して建立されたもので、総門・
山門・仏殿・法堂が一直線に配列されていて総檜造
り、総欅造りの力作の建
物に目をみはった。特
に、地下2.5ｍもの基礎工
事には驚いた。約20年の
歳月を要して完成させ
たという。重厚な建物を
見上げながら案内の声
に聞き入った。

⑥　五箇山の合掌造り
　今回の旅行の一番の楽しみが合掌造りだった。地
域住民60人程が100～200年前の合掌造りを守りな
がら生活している。屋根の勾配は60度、断面は正三角
形に近く雪が滑り落ちやすい形にしてある。釘を使
わずピンとハネガイで補強している。１階は生活の
場、囲炉裏に火が入っていた。２階は３階と共に広く
養蚕の場となって蚕、繭、桑の葉、糸車など当時を再
現してあった。幼い頃、桑畑に行って桑の実をちぎっ
て食べていた頃を思い出し懐かしかった。高い山に
ある撮影スポットまで歩き合掌造りの集落をカメラ
に収め満足した。

 【３日目】
⑦　ひがし茶屋街散策
　空模様が怪しい中、ひがし茶屋街を散策した。子孫
繁栄、商売繁昌を願ってか家の塀にはとうもろこし
を下げていた家があった。あちこちの店に入りお土
産を買った。ここでは『金箔貼り』の体験もあった。手
のひらにのせた１万分の１㎜の薄さの金箔を箸に巻
き付けた。これから使う箸にしようかな。金箔のソフ
トクリームを食べている人がいた。私も食べたかった。

⑧　兼六園
　日本三大庭園（後楽園、偕楽園）の一つである兼六
園の観光である。雄大な廻遊式庭園で宏大・幽邃・
人力・蒼古・水泉・眺望の六勝を兼ねるという意味
で兼六園と命名されたとガイドから聞く。根上松を
はじめ見事な形のたくさんの松、園内を流れる豊か
な水、噴水、たくさんの橋が庭の景観をよくしてい
た。豊富な水や木々が人々の心を癒やしてくれる最
高の庭園だった。
　つれあいがいない今、楽しい旅になるか心配しな
がら参加した。何とびっくり、若き時代の教え子が一
人で参加していて３日間共に行動できたことが何よ
り嬉しかった。
　旅行企画もよく、旅行委員の方々には、事前は勿
論、旅行中も大変お世話になり充実した研修旅行に
なった。楽しいかどうかは観光地だけではない。私に
とっては、話し相手がいるかどうかである。

鳥取教弘友の会研修旅行【金沢・能登。五箇山をめぐる2泊3日の旅】
西部地区　押村　克彦

会 員 の 声

　10月26日（水）６時10分米子駅集合ということで、
６時前に米子駅に着いた。外はまだ暗く、行きかう人
もまばらな中、ＪＴＢの田中さんが待っておられた。
定刻通りに塚根夫妻が来られ、西部地区参加者３名
が揃った。教弘友の会事務局から７名の参加者と言
われ方々に電話したが、結果的には西部地区から３
名。伯備線のやくも、山陽新幹線のぞみで新大阪駅
へ。そこで、今回の参加者15名と添乗員のＪＴＢ多賀
さんと合流する。年齢構成は60歳代から80歳代まで。
挨拶を交わしながら感じたのは仲良く旅が続けられ
そうだとの予感である。
　サンダーバード号で金沢駅到着後、観光バスに乗
り込み、千里浜なぎさドライブウェイへ。
　ここは、海岸沿いを観光バスで通るという珍しい
道路であった。確かに目の細かい砂で、多少の湿気が
あると固くなることは分かるが、大型バスで、しか
も、18人も乗っているので、心配された方もあったか
もしれない。

　次に訪れたのは、輪島塗の店舗しおやす漆器工房
である。
　輪島塗とは厚手の木地に生漆と米糊を混ぜたもの
で布を貼って補強し、生漆と米糊、そして焼成珪藻土
を混ぜた下地を何層にも厚く施した「丈夫さ」に重き

をおいて作られている漆器である。日本が生んだ芸
術作品で、〇の数が２つくらい少なければ買うこと
ができるのにと思いながら、白米（しろよね）千枚田
へ。白米千枚田は「日本の原風景」と呼ばれ、2011年世
界農業遺産に認定されている。水田一面あたり約18
平方メートルと小さくて約４ヘクタールの範囲に
1,004枚もの棚田がある。時間が許せば、棚田のあぜ
に21,000個のソーラー LEDで輝く姿を見たかった
が、後ろ髪を引かれる思いで夕食会場 料亭みや新へ
と移動していった。それからホテル高州園と。こうし
て、私にとって30数年ぶりの能登の夜は更けていっ
た。
　翌日は、輪島の朝市である。能登と言えば朝市であ
る。360メートルの通りに約200もの出店が並び、元
気なおばあちゃんたちの「こーてくで～」（買って行
って）の声が響いていた。品物は主に野菜と海産物。
以前は値段交渉をした覚えはあるが、今回は交渉し
ないで、先方の言い値で購入した。それにしても平均
年齢は70歳台。おばあちゃんパワーを見せつけられた。

　次に行ったのは、瑞龍寺。この寺は、富山県高岡市
にあって、曹洞宗の寺院で富山県唯一の国宝寺院。こ
の旅行で初めて訪れる建物であった。これは、加賀藩
二代藩主前田利長が建立し、三代藩主の利常が二代
利長を弔うため改修
された建物である。周
囲に壕を設け、まさに
城 郭 を 思 わ せ る。
36,000坪 の 中 に、総
門、山門、仏殿、法堂、
僧堂、回廊と軒並み荘
厳な寺院であった。
　昼食は源ますのすしミュージアムでいただいた。
ますのすし作りの実演で、ベテランの他に、若い職人
の作業風景も見学したが、上手に切れないのか、切っ
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た半分近くは捨てていたのが目についた。修行して
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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。）
※上記は平成29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29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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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。
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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。）
※上記は平成29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29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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¡支部長あいさつ

¡退任のあいさつ

¡友の会研修旅行案内

¡特集：教育振興事業の取り組み

¡会員の声（旅行記）

¡教弘保険の継続を「継続は力なり」

¡平成29年度運営委員会報告

¡第17期役員（29年度用）

《29年度用》
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加 藤 憲 雄
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

高　多　俊　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29年度事業計画2

1 平成28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
…P2
…P3
…P3～6
…P7～10

……P11～12

……P13

……P13

平成29年度

(1) 事業報告
① 平成28年度　総会の出席状況

②「友の会」会報の発行（27号）……７月
③「教弘手帳」の配布（希望者）……11月
④ 研修旅行  10月 26日～28日　金沢、能登半島、五箇山２泊３日の旅、15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、松井智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 6日（金）　場所 白兎会館
　　※ 中部地区10月 3日（火）　場所 倉吉シティホテル
　　※ 西部地区10月 5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28年度教育振興事業の様子／平成28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。

※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

（新役員）

日　時：平成２9年５月2日（火）１１時より
場　所：セントパレス倉吉　

〔開山1300年を迎える大山〕

東　部 中　部 西　部 県　外 合　計
665人
 36人
5.4%  （6.1）

272人
  26人
9.6%（13.2）

423人
  28人
6.6%（8.3）

26人
  1人
3.8%  （0.0）

1,386人
    91人
6.6%  （8.1）

会 員 数
出席者数
出席率(27年度)

指定宿泊施設
1泊目
2泊目

2,000円
2,000円

2,000円
2,000円

泊　数宿泊施設 会　員 家　族


