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文化が生まれ育つ「令和」
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

梅雨も明け、木立の緑がますます色濃く感じられるこの頃ですが、みなさまお元

気でお過ごしでしょうか。
新しい元号、人々が美しい心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ「令和」の年が始まりま
した。
友の会のみなさまには、弘済会の諸事業に対しまして、ご理解とご支援をいただき厚く感
謝申し上げます。
日本教育公務員弘済会鳥取支部は、未来を担う子どもたちの健やかな成長のために「最終
受益者は子どもたち」の理念の基に、教育振興事業をとおして広く教育界に寄与・貢献する
とともに教職員の福祉の増進を図ることを使命に、多くの教育関係者のご支援を得まして、
順調に事業をすすめさせていただいています。
今回の「鳥取教弘友の会第30号」では、平成30年度の教育振興事業の取り組みと鳥取教弘
友の会研修旅行「台湾」旅行記をご紹介いたします。
教育振興事業では、「奨学事業」
「教育研究助成事業」
「教育文化事業」の三事業で、日教
弘奨学金の大学生等対象の貸与奨学金と高校生対象の給付奨学金の実施と教育実践研究論文
募集や教育研究助成・教育実践研究論文集の発行、教育講演会・芸術文化活動・スポーツ振
興などへの助成を行っています。
福祉事業では、友の会会員のみなさまとその家族がより健康で豊かな生活を営んでいただ
くために、指定宿泊施設利用補助と「日教弘ライフサポート倶楽部」による豊富なサービス
も提供しています。さらに、「教弘フルガード」「団体扱自動車保険」をご活用されて、その
良さを実感していただけると幸いであります。
本年度も、三地区総会の開催、会報の発行、

最終受益者は子どもたち

教弘手帳の配布（希望者）
、研修旅行を計画し
ています。ぜひ参加くださいますよう、よろし
くお願い申し上げます。

学校・教職員

公益性

こうした公益事業を実施できますのも「共済
事業」
（提携保険事業のジブラルタ生命、東京

公益財団法人
日本教育公務員弘済会

共済性

教弘保険

提携保険会社
ジブラルタ生命

海上日動）にご理解をいただき、多くの先生方
に支えていただいているおかげです。
どうか、健康には十分留意されまして、ご健勝でご活躍されますことを心より願っており
ます。
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たすけあいの輪

相互扶助の精神から生まれた 公益財団法人日本教育公務員弘済会

教弘保険加入と
保険金の支払い

教職員のみなさま

最終受益者は子どもたち

教育振興事業
福祉事業

るたすけあい
の
支え
輪
心
安

公益性

共済性

教弘保険は
教育振興と安心の
かたち

公益財団法人 日本教育公務員弘済会

ジブラルタ生命
60年以上にわたる提携関係

鳥取教弘友の会

研修旅行

研修旅行委員会が企画する

その瞬間、出会いが感動に変わる

秋田・岩手を巡る２泊３日の友の会研修旅行
☆旅先で一番人気のユネスコ無形文化遺産・世界遺産と郷土料理
◆なまはげ館 ◆角館 ◆田沢湖 ◆小岩井農場 ◆岩鋳鉄器館
◆毛越寺 ◆中尊寺
□郷土料理（きりたんぽ わんこそば）
主な行程予定

♪♬♪ 現在研修旅行委員会にて検討中 ♪♬♪

旅行代金12万円程度を予定（検討中）

10/28（月）

米子駅 → 倉吉駅 → 鳥取駅 ＝＝ 伊丹空港 ⇒⇒ 秋田空港
男鹿半島 ＝＝ なまはげ館 ＝＝ 秋田（泊）＊郷土料理

10/29（火）

ホテル ＝＝ 角館・武家屋敷 ＝＝ 田沢湖 ＝＝ 小岩井農場
岩鋳鉄器館 ＝＝ 盛岡（泊）＊郷土料理

予定

予定

10/30（水）
予定

（ユネスコ無形文化遺産）

ホテル ＝＝ 毛越寺 ＝＝ 中尊寺 ＝＝ 仙台空港 ⇒⇒ 伊丹空港
（世界遺産）

鳥取駅 → 倉吉駅 → 米子駅

研修旅行委員会メンバー
〔野崎淳介（東部） 小谷悠一郞（中部） 青戸晶彦（西部） 山根俊道（事務局）〕
※募集は、８月以降に行います。
（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。
（15～20名の旅行企画です）
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平成30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。

⃝鳥取市立浜坂小学校
教諭 大野 桂
「子どもが変わる学級担任による『カリキュ
ラム・マネジメント』を目指して」
～「＋α必要なもの」とは～
【奨 励 賞】
２万円 （３件）
⃝米子市立湊山中学校
教諭 田中慎一
「図書館連携についての一考察」
～メディア・リテラシーについての授業実践から～
⃝米子松蔭高等学校
教諭 山本隆司
「生徒の意欲関心にもとづくビジネスマナー
教育の実践とその成果」
～学校設定科目「ビジネスマナー」におけ
る秘書検定の学びを通じて～
⃝米子工業高等専門学校
角田直輝、浅倉邦彦、粳間由幸、鈴木章子
青砥政彦、吉野 遥、谷藤尚貴
「『トビタテ！留学JAPAN』への申請を利用
した自己分析指導の実践」
～キャリア意識醸成と自主的な学習への動
機づけをめざして～

≪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
29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
31名 2,700万円
２ 給付奨学金
⑴ 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
・給 付 者
計79名 790万円
（一人10万円給付、１校２名を原則とする。）

二

教育研究助成事業

１

教育実践研究論文
平成30年度鳥取支部募集教育実践研究論文
≪49万円≫
① 学校研究（団体研究を含む）
【最優秀賞】
10万円 （１件）
⃝岩美町立岩美中学校
校長 福田浩則
「カリキュラム・マネジメントと教科横断授業」
～ Iwami 10 Skills を軸として ～
【優 秀 賞】
５万円 （３件）
⃝鳥取市立倉田小学校
校長 古澤豪秀
「プログラミング教育導入期における一考察」
～持続可能な社会の創り手を育む KURADAプラン
“未来アクション in KURADA 2018”より～
⃝鳥取市立河原第一小学校
校長 氏橋俊司
「絆を深め、かがやく河一の子どもたち」
～自己を見つめ直し、考えを深める道徳
学習を軸に道徳性の育成をめざして～
⃝鳥取市立美保小学校
校長 杉本仁詞
「笑顔とやる気にあふれた子どもの育成」
～道徳と特別活動で子どもを育てる～
【奨 励 賞】
３万円 （２件）
⃝米子市立大篠津小学校
校長 池山圭吾
「主体的に学び合う授業づくり、学級づくり」
～伝え合う力の向上と深い学びをめざして～
⃝伯耆町立二部小学校
校長 岸
豊
「確かな学力を育て、地域と共にある学校を
めざした学校経営」
～複式学級のある学校での取組～

⑵

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）】
⃝智頭町立智頭中学校
校長 藤原紀子
「生徒の興味・関心、満足感を高めるための
授業改善を行い、学力向上をめざす」
～主体的・対話的で深い学びの視点にたって～
⃝八頭町立郡家東小学校
校長 安住順一
「なかまとかかわりながら よりよく生きよ
うとする東っ子の育成」
～学び合い人間関係を深め 自分たちでつ
くる生活をめざして～
【個人部門（奨励賞）】
⃝鳥取市立北中学校
教諭 吉田祐一郎
「身の回りの生活とのつながりを実感できる
理科の授業づくり」
～音単元における取り組みを通して～

⑴

⑶

２

②

個人研究（グループ研究を含む）
【最優秀賞】
５万円 （１件）
⃝岩美町立岩美中学校
教諭 岩﨑有朋
「考える枠を自分たちで作り出す」
～ＩＣＴを活用して資質・能力を育む取り組み～
【優 秀 賞】
３万円 （２件）
⃝鳥取市立東中学校
教諭 下田由人
「学校におけるＯＪＴの場面や方法」
～初任者研修 拠点校指導教員の立場から～
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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）】
⃝鳥取市立岩倉小学校
校長 中林範明
「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」
～高め合う学年集団作りを基盤として～
【個人研究】
応募なし
教育研究助成
日教弘奨励金（学校教育研究助成）
贈呈校
≪23校･･･230万円≫
※追加募集校５校を含む
〔小学校130万円、中学校70万円、高校30万円〕
【小学校】申請校 10校
100万円
⃝鳥取市立東郷小学校
校長 長江昭彦
「出会い、憧れ、磨き合い、グローカルに未
来を創造する子どもの育成」
⃝鳥取市立津ノ井小学校
校長 米井 誠
「豊かに生きる、やさしくたくましい
津ノ井っ子の育成」

⑴
①

【中学校】申請校 ２校
20万円
⃝北栄町立大栄中学校
校長 松浦靖明
「お互いを認め合う人間関係作りを基盤とし
た自分の思いや考えを表現する生徒の育成」
⃝伯耆町立岸本中学校
校長 箕浦昭彦
「学びの自覚を深めて学力の定着を図り、人を
大切にできる力を身につけるようにする。」

⃝鳥取市立西郷小学校
校長 石谷健二郎
「ともに学び ともに創り ともに伝え
ともに育む 西郷の教育」
⃝鳥取市立散岐小学校
校長 松田晃一
「散岐を愛し、心豊かにたくましく、
他と共に生きる子どもの育成」
⃝倉吉市立上小鴨小学校
校長 堀 良一
「思いを豊かに伝え合い、主体的に学び合う
子どもの育成」
⃝琴浦町立浦安小学校
校長 藤原彰二
「関わり合い、伝え合い、高め合う子どもを
めざして」
⃝米子市立就将小学校
校長 上村一也
「豊かに感じ、深く考え、自ら学ぼうとする
子どもの育成」
⃝米子市立福米東小学校
校長 中尾 真
「進んで自分の思いを伝え合うことができる
子どもの育成」
⃝境港市立渡小学校
校長 嘉賀收司
「見る 聴く 伝える チャレンジ 渡っ子」
⃝日南町立日南小学校
校長 伊田典穂
「かかわりあいを通して 生き抜く力を身に
つける子どもの育成」

⑵

【中学校】申請校 ５校
50万円
⃝鳥取市立江山中学校
校長 山本博美
「わかる できる つながる江山」
⃝鳥取市立気高中学校
校長 小谷拓司
「授業がわかる・学校が好き」
⃝倉吉市立鴨川中学校
校長 黒川 泰
「自ら学ぶ生徒の育成」
⃝米子市立淀江中学校
校長 黒見 博
「自他を大切にし 互いに学び 高め合う
生徒の育成」
⃝境港市立第一中学校
校長 坂井敏明
「確かな学力と豊かな心を育み、みんなと
生きる生徒の育成」

教育団体研究助成 ≪259.8万円≫
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副校長・教頭会 ５万円
県立学校事務職員協会
10万円
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
県公立小中学校事務職員研究会
10万円
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（21団体）
109.8万円

⑶

教育研究大会助成 10件 ≪90万円≫
⃝第64回中国地区高等学校工業教育
研究大会鳥取大会
〔10万円〕
⃝全国海外子女教育・国際理解教育研究協議会
第11回中国ブロック研究大会
〔８万円〕
⃝平成30年度全国青少年補導センター
連絡協議会鳥取大会
〔10万円〕
⃝高生研全国大会
〔８万円〕
⃝第29回中国・四国地区特別支援学校知的障害
教育校ＰＴＡ連合会研究協議会（鳥取大会）
〔10万円〕
⃝第69回全日本中学校長研究協議会
鳥取（米子）大会
〔10万円〕
⃝全国高等学校体育学科・コース連絡協議会
中国・四国ブロック大会
〔６万円〕
⃝第65回全国水産高等学校実習船
運営協会研究協議会
〔８万円〕
⃝第15回中国地区高等学校総合学科等
教育研究大会（鳥取大会）
〔10万円〕
⃝第54回中国四国中学校理科教育研究大会
〔10万円〕

【県立学校】申請校 ３校
30万円
⃝鳥取東高等学校
校長 尾室真郷
「即興型英語ディベートを活用した４技能育成」
⃝鳥取工業高等学校
校長 上原正樹
「電波時計とリンクして動く大型時計の製作」
⃝岩美高等学校
校長 山中洋介
「34thジャパン・ステューデント・ジャズ・
フェスティバル2018への出演」
②

追加募集校（５校）
【小学校】申請校 ３校
30万円
⃝鳥取市立久松小学校
校長 豊福 聡
「進んで 人・もの・ことにつながり、自分
の生き方を問い続ける子どもの育成」
⃝鳥取市立国府東小学校
校長 竹内通恵
「自らつながり たくましく生きる児童の育成」
⃝鳥取市立逢坂小学校
校長 岩井眞保
「自分の思いや考えを持ち、豊かに表現し、
ともに高まりあう子どもの育成」

３
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教育出版
教育実践研究論文集第12号の発刊
8000部 ＜80.3万円＞
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。
⑴

平成30年度
教育振興事業の取り組み
三

⑶

スポーツの奨励
⃝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

教育文化事業

１

≪40万円≫
〔10万円〕
〔10万円〕
〔10万円〕
〔10万円〕

教育文化助成
教育講演会等への助成
≪47.4万円≫         
鳥取県ＰＴＡ協議会
20万円
◇パネルディスカッション「電子メディアとの
四 福祉事業の取り組み
より良い付き合い方」
コーディネーター
長谷川陽子 氏
「指定施設宿泊補助」は現職会員、友の会会員の
・「とっとり子どもサミット」参加児童・生
合計で、252泊、200名、 504,000円でした。
徒、大学生ボランティア
ご利用方法は以下のとおりです。
・福壽みどり（鳥取県ＰＴＡ協議会会長）
宿 泊 施 設
泊 数
会 員
家 族
・山下慎治（鳥取県ＰＴＡ協議会副会長）
◇実践事例発表
１泊目
2,000円 2,000円
指定宿泊施設
・南部町立南部中学校
２泊目 2,000円 2,000円
「自らメディアコントロールができる生徒
の育成」
・南部町高校生サークルwith you 翼
⑴ 弘済会の指定する宿泊施設を利用する場合は、
「先輩から後輩へ Part ２ ～連携と継続～」
上記の表のとおり補助する。
・県立琴の浦高等特別支援学校
⑵ その家族が宿泊施設を利用する場合も補助す
「勤勉⁉な先輩から後輩へ 正しく使って‼
る。
ケイタイ・スマホ」
⑶ 宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予
・福部未来学園
約 し、 そ の 後 に 弘 済 会 事 務 局 に 宿 泊 者 氏 名、
「学園みんなで取り組もう メディア21」
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。
・『家庭の部』
⑷ 利用券をチェックイン時に宿泊施設のフロント
・個人発表
に提出する。
② 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会
15万円
◇講 演
≪共済事業の取り組み≫
演題 「創る、学ぶ、共に育つ」
傷害保険で、退職者と現職者の家族が加入できる
講師 中島諒人（鳥の劇場主宰）
「フルガード」は110名の加入者が有り、保険金の支
◇ワークショップ
払いは以下のとおり７件（124,670円）でした。
「演劇ゲームと演劇創作体験」
＜フルガード支払例＞
講師 中島諒人（鳥の劇場主宰）
・自宅の庭で石につまずき転倒、腰を打った。
（傷害）
③ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会 2.4万円
・食器洗い機を開けた際、食器の割れているのに
研究テーマ 「鳥取県における特別支援教育の
気付かず指を切った。（傷害）
推進・充実について」
・自宅玄関で靴を履きかけた時、足の指が靴に
内容 行政機関への要望・陳情等
引っ掛かり、爪が剥がれた。（傷害）
・各種障がいにおける重度・重複化、多様化
・脇腹をマダニに刺された。（傷害）
の実態に応じたサービスの充実
・魚釣り中、鮎竿の中ほどが折れた。（携行品）
・障がいに応じた安心安全な給食の提供のた
・車のドアを開けた際、眼鏡にドアがあたり、眼
めの給食センターの設立
鏡のフレームを損傷。（携行品）
・障害者年金の受給基準の緩和
・歩道を歩いていたところ、木の枝で眼鏡を損
・教員の専門性の維持・向上
傷。（携行品）
④ 青少年育成鳥取県民会議
10万円
第52回青少年育成鳥取県民大会
その他、友の会の会員の皆様にも入っていただい
◇オープニング
ている自動車保険加入状況は以下のとおりでした。
「樹氷太鼓」 若桜氷ノ山樹氷太鼓の会
団体契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご
◇第40回「少年の主張」鳥取県大会最優秀賞発表
加入いただきたいと思います。
・最優秀賞 「部活動と私の成長」
川邉 幸（米子市立福米中学校）
平成30年度加入件数
８２４
６件の減
◇講演 「子ども食堂の楽しみ」
講師 山根 恒（パーソンサポートとっとり代表）
（平成29年度加入件数） （８３０）
◇子ども達からのメッセージ
「わかさ だいすき」
わかさこども園 園児による発表
⑴
①

⑵

芸術・文化活動助成
⃝鳥取県中学校文化連盟
⃝鳥取県高等学校文化連盟

≪30万円≫
〔15万円〕
〔15万円〕
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お尋ね、申込は、事務局へご連絡ください。
（ＴＥＬ 0857－26－5334）

会 員 の 声

「みどころ満載 人気観光地を巡る」
台湾・台北の２泊３日の研修旅行
佐々木 利夫

１．倉吉からＪＲで鳥取、スーパーはくと＆はるか

時にはワンテルホテル（一楽園大飯店）に着いて、

で関西国際空港まで、飛行機で桃園国際空港、

ゆっくりと休みました。お風呂に入って一日の疲れ

観光バスで中正紀念堂＆士林夜市（第１日）

が吹き飛ぶ感覚でした。おかげで熟睡しました。

―11月５日（月）―

特に、台北での現地ガイドの楊世義さんは、日本

倉吉からＪＲで鳥取まで、鳥取からスーパーはく

語も上手で快活で明るい方でした。現地ガイドさん

と２号で新大阪まで、はるか15号で関西空港まで、

ですから何でも詳しいのは当然ですが、我々に安全

ほぼ５時間で倉吉から関空まで結構な時間が掛かり

で快適な旅行ができるように心がけてくれました。

ましたが、疲れるほどではありません。飛行機で台
北空港まで３時間10分の旅でした。機内食は意外に

「泥棒に気を付けてカバンは胸元に、生モノは食べ
たり、飲んだりしない」と何度も言ってくれました。

美味しくて感心しました。特に、チキンライスは美
味しかったですし、白ワインも飲んで気持ちよかっ

２．終日：台北市内観光で忠烈祠＆故宮博物院、午
後より九份の街並み散策、台北101の夜景観光

たです。

（第２日）―11月６日（火）―
ホテルでの朝食は、バイキング方式でしたが、な
かなか美味しくて食パンもトーストする機械がおも
しろかったです。食べ放題の果物のオレンジが美味
しかったです。
朝食後にホテルを出発し、始めに忠烈祠に向かい
ました。ここで衛兵交代式を見学しましたが、衛兵
の皆さんは、背が高くキビキビして規律ある態度で
全員が玩具の兵隊さんの様に整然と行進する様は、
とても日常生活で見ることのできるものではありま
せん。まあ、見事というしかありませんでした。

台北空港に着いて観光バスで、先ず蒋介石総統を
偲ぶ中正紀念堂に行きました。紀念堂は壮大な建物
で内部に入ると蒋介石総統の執務室には総統を模し
た人形が執務をしている様子や総統の乗車していた
黒塗りのセダンが飾られた部屋など色々と見学しま
した。
その後、市内をバスで移動して台湾海鮮の春梅子
餐廰で美味しい台湾海鮮の数々の料理をしっかりと
食しました。味付けは八角の風味等でしたが、とて
も口にあいました。台湾で最初に飲んだ台湾ビール
や紹興酒は美味でした。夕食後でしたが、士林夜市
に皆さんは30分ぐらい散策されていました。午後９
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会 員 の 声

これらを世界中の人々が見学している様子も驚きに

た。街並みを散策するためには坂道を登っていかな

満ちたものでした。

くてはなりません。私は、他の人と共にタクシーに

この後、今回の旅で一番楽しみにしていた中国歴
代皇帝の秘蔵品を展示した故宮博物院に行きまし

乗って豎崎路の周辺まで狭い道幅をクネクネと上
がって行きました。

た。ここは、多くの国々の人々が見学に来ていまし
た。現地ガイドの楊さんがツボを得た故宮博物院の
見所を実に適切に案内してくれました。かなり効率
的に見ることができたと思いますから無駄のない見
学ができました。私は、個人的に「翠玉白菜」や「肉
形石」
（
「翠玉白菜」は他に展示されていてありませ
んでした）よりも「毛公鼎」や歴代の官窯の数々で
汝窯の青磁無紋水仙盆やチキンボール（推定30億円
とも言われている）等を実際に見ることができて幸
せでした。他にも宋代以降の陶磁器を中心に見学し
たことは眼福でした。妻が西太后の飾り爪も見るこ
とができて面白かったとも言っていました。
昼食前にショッピングで台湾式のお茶を何種か喫
しましたが、大変美味しかったです。昼食は火鍋料
理を食しましたが、ここで食した豚肉はとても食べ
やすくて火鍋は大変美味しかったです。野菜も多種
多様で素材が美味でした。
昼食後は、ハイウェイを通って人気アニメーショ
ン映画のモチーフにもなった街で古き良き時代の懐
かしさを感じさせる九份の街並み散策に行きまし
― 7 ―

ここで一番心に残ったのは、阿妹茶酒館のテラス

りと食しました。

で妻と二人で基隆湾（東シナ海）を一望してお勧め

バスに乗って龍山寺へ行きました。仏教式と儒教

の台湾茶と４種の茶請けセットを心ゆくまで味わっ

式というように寺院が２つに分かれていて所変われ

たことです。また、階段を少し降りた所にあった旧

ば全く違う光景を見てちょっと驚きました。しか

映画館はレトロでノスタルジックな雰囲気を漂わせ

し、地元の人々は懸命に祈りを捧げておられるので

ていました。降りていくにはタクシーは使えません。

「郷に入らば郷に従え」というので楊さんに教えて

自分の足でバスの駐車場まで階段を下りていくと少

頂いた台湾式でお祈りしました。とても面白い体験

し雨がシトシトと降り出しました。それまでは全く

でした。

雨も降らなかったのに不思議な気持ちに包まれまし

その後、免税店で少しだけショッピングをして、

た。この時は、映画の一シーンみたいで九份の街並

台北の街並みを見学して桃園国際空港へ向いまし

み散策はとてもノスタルジックな気持ちにさせる雰

た。後は、来台コースと同じで空の旅を３時間10分

囲気を持っていました。バスで台北に帰る途中で山

で関西国際空港まで、はるかとスーパーはくとに乗

並に沖縄で見たようなお墓の一群があって不思議な

り継いで鳥取まで、鳥取から倉吉までＪＲで帰途に

光景でした。

就きました。

夕食は、上海点心の點水楼で餡には特選台湾黒豚

今回の旅行は、聞くところによると久し振りの海

を使用しているという薄皮に肉汁たっぷりの至極の

外研修ということでしたが、これからも海外の研修

一品の小籠包や各種の具が異なる小籠包（海老、蟹

はとても豊かな経験になるので取り組んでほしいと

など）をたっぷりと食しました。昨日に続いて台湾

想いました。また、今回の旅行は14名の方々と共に

ビール、紹興酒の10年物等も飲みました。

研修に行くことができてよかったです。旅行した皆

夕食後は、台北101の展望台に上がって夜景観光
を楽しみました。

さんは、どの方も明るく楽しい方々でとても有難
かったです。これからも機会があれば共に参加した
いと心から想いました。

３．午前中は龍山寺へ観光とショッピング、午後は
飛行機で関空へ。そして、倉吉まで（第３日）

添乗員の永瀬さんと多くの方々に大変お世話にな
りました。お礼を申し上げます。

―11月７日（水）―
朝食は、昨日と同じでバイキング方式で食パンと

「３日間

イカリング、焼きそば等、果物のオレンジをたっぷ
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台北などを

巡る旅

多くの人に

お世話になりぬ」

会 員 の 声

台湾研修旅行に参加して
青戸 晶彦

１．はじめに
2018年（平成30）度の教弘友の会の台湾研修旅行
に参加した。私は、海外旅行は好きではない。長時
間の窮屈な機内が嫌だからである。このたびは、３
時間と短時間だったので、参加することとした。
台湾は初めてである。台湾のイメージは、熱帯、
亜熱帯気候で暖かい、観光地として適当である、親
日家が多い、そして、先進国であり、ハイテク産業
の拠点である。こんなイメージをいだいて研修旅行
に参加した。
にカップめんを食べていたこと。
このなかから、「①日本企業がたくさん進出して
いること」について述べてみたい。台湾のいたると
ころで日本の企業が出店している光景を見た。日本
から多くの企業が進出、出店している。一番多いの
は、コンビニである。大きなシェアを占めているの
は、４つのチェーン店で、そのうち３店は日本から
進出している。2018年の統計によると「セブンイレ
ブン」
（5,322店舗）、
「ファミリーマート」
（3,287店舗）、
「旧サークル・ケイ」（850店舗）である。九州にあ
るコンビニの店舗数は、6,015店舗である。それに
対して、台湾のコンビニの数は、10,731店舗である。
２．台湾の研修旅行で発見したこと

台湾の方がほんの少し面積は狭いのだが、コンビニ

この研修旅行で、発見したというのか５つのこと

の店舗数が約1.8倍である。

がとても不思議であった。それは、①日本企業がた

私も旅行中、ホテルの隣にあったセブンイレブン

くさん進出していること。②一戸建てがほとんどな

に入店し、買い物をした。大きなコンビニではな

いこと。③バイクは庶民の足であること。④選挙の

かったが、日本のコンビニと大きな違いはなかっ

ポスターがデカイこと。⑤ホテルの朝食バイキング

た。日本のビールやチューハイ、お茶の本場台湾に
「おーいお茶」も置いてあった。小さいながらも、
イートインができる休憩スペースとATMも設置し
てあった。しかし、トイレはなかった。そこでは、
ミネラルウォーターとレモンのゼリー、マンゴのド
ライフルーツ、そして忘れ物の生活用品を買った。
台北市内でコンビニ以外の日本企業の店舗として
よく見たのは、飲食店である。吉野家、すき家、和
民、くら寿司、丸亀製麺、一風堂（ラーメン）はこ
の目で見た。その他鳥取県にもある大戸屋、CoCo
壱番屋、ミスタードーナツ、モスバーガー、リン
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りにすること。最初から中国・東南アジアに進出
を果たすよりも、まずは地理的にも日本と近い台
湾に拠点を置き、文化・言語・習慣などにおい
て、東南アジアおよび中国に精通する台湾人の人
材を確保することは、経営管理として最適だから
である。
②アジアでも随一の親日度の高さであること。日本
と台湾との歴史が大きく関係している。台湾の親
日は日本統治時代から始まった。台湾と日本の間
にある互いの信頼感の深さが成功に導いている。
特に飲食店は、日本の店なら清潔、安心、安全、
おいしいといった先入観があるから、日本の店は
無条件で大歓迎されている。
③法人税率が17％と低いこと。台湾の法人税率は、
2009年までは25%であったが、2010年度より17%
に引き下げられた。日本の場合、その他に住民税
や事業税といった地方税が加算されるが、台湾で
はそれらの租税は存在しない。低い法人税は、日
本から台湾への進出を希望する企業にとって、大
ガーハット、牛角などもあるらしい。飲食店以外で

きなメリットなのである。

鳥取県内にもあり、台湾にもある店舗としては、
TSUTAYA、DAISO、ユニクロ、無印良品、しま

３．まとめ

むら、JINS、洋服の青山、ニトリ、オートバックス、

このたびの台湾研修旅行は、友の会の一旅行委員

高島屋、クロネコヤマトなどである。また、有名な

としても参加した。また、はじめての友の会の研修

店舗としては、三越百貨店、そごう、阪急百貨店、

旅行でもあった。人数は少なかったが、同じ教職員

ベスト電器、紀伊國屋書店、ジュンク堂書店、三井

をしていたという同業の好みでもあって、楽しい２

アウトレットパークなどである。まだまだ挙げれば

泊３日を過ごさせてもらった。

きりがない。

はじめて行った旅行先の観光情報はもちろん、旅

なぜここまで企業進出しているのだろうか。調べ

行先での「見る」
「聞く・聴く」
「触る」
「におう」
「味

てみると、大きく３点あげられる。

わう」といった五感を使って、新しい発見をするこ

①市場規模の大きい中国・東南アジア進出の足掛か

とは素晴らしいことだと感じた。
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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。）
※上記は令和元年７ 月 1 日現在の内容です。
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新教弘保険ご加入のみなさまへ

＜新教弘保険 保障期間満了時のご契約例＞
保障期間満了後も
新教弘保険の保障期間満了時（65歳時）に、
医師の診査等を受けることなく、
ご加入いただいている新教弘保険の死亡保険金額の範囲内で、新教弘保険
K型 に加入することができます。

新教弘保険K型

（集団契約特約付勤労保険）
保険期間
5年満了ごとに
自動更新

死亡保険金
高度障害給付金
保険期間
5年満了ごとに
自動更新

満了

新教弘保険 K型の特徴
●死亡・高度障害保障を提供する保険です。

●詳しくは「契約概要」
「注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

●更新後の保険料は更新日現在の被保険者の年齢および保険料率に
よって計算します。
したがって通常更新後の保険料は更新前の
保険料より高くなります。

「教弘保険」
に
できること。
教職員とそのご家族の皆さま
に安心をお届けします。
公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称：
（公財）日教

・余命6ヵ月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づい
て、当社の医師の見解（場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン）
も含めて慎重に判断します。
・余命6ヵ月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療
による治療を行っても余命6ヵ月以内であることを意味します。

教職員の皆さま
各種の公益事業

安心支える
たすけあいの輪

日本教育公務員弘済会
（略称：
（公財）
日教弘）

弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文
化事業）および福祉事業は、教弘保険の契約者配当金によ

６０年以上に
わたる提携関係

り運営されており、日本の教育界に貢献しています。
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教弘保険加入と
保険金の支払い

ジブラルタ生命

鳥取県公立学校教職員および退職者の皆様へ

保険料

団体扱割引

下記保険料例の場合、
一般契約に比べて

８％
適用

年間

7,960 円
割安

*1

割安となる具体的な保険料は、
ご契約条件等により異なります。

現在のノンフリート等級も継承されます（他の保険
会社、ＪＡ共済、全労済等を含みます。ただし、一部
の共済を除きます。）。

＜団体扱の対象となる方＞ご契約者は鳥取県公立学校に勤務し、鳥取県から毎月給与の支払いを受け
ている方（在籍出向者、職域労働組合または職域共済組織の事業に従事している方を含みます。）、退職
派遣者および退職者に限ります。記名被保険者（ご契約のお車を主に使用される方）および車両所有者
は、ご契約者の配偶者*2、ご契約者またはその配偶者*2の同居の親族、ご契約者またはその配偶者*2
の別居の扶養親族のいずれかの場合も、ご契約いただけます。
*2 配偶者の定義についての詳細は、「重要事項説明書」をご確認いただくか、代理店または東京海上日
動までお問い合わせください。

(基準日:2019年7月1日現在）

年間

63,230

円

年間

55,270

円

年間

7,960

円

■トータルアシスト自動車保険の保険料例
【ご契約条件】保険期間：１年間、ノンフリート等級：２０等級、事故有係数適用期間：０年、（割引６３％）、
お車の用途・車種：自家用小型乗用車、車名：アクア、型式：ＮＨＰ１０、料率クラス（車両４、対人５、対
物５、傷害５）、初度登録年月：平成２８年５月、新車割引有、お車の使用目的：日常・レジャー使用、年
齢条件：３５歳以上補償（記名被保険者年齢区分：３０歳以上４０歳未満）、記名被保険者の免許証の
種類（色）：ゴールド、対人賠償責任保険：無制限、対物賠償責任保険：無制限（免責金額０円）、人身
傷害保険：３,０００万円（傷害一時費用保険金不担保）、車両保険１２０万円（一般条件、免責金額１回
目５万円 ２回目以降１０万円） 、弁護士費用特約、レンタカー費用等補償特約（事故時３０日）：上限
日額５,０００円

*1 団体扱割引８％は、保険期間の始期日が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの契約に適用されます。割引率は、団体の損害率等により毎年見直されます。
＜団体扱に関するご注意＞退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合、資本関係の変更により系列会社でなくなった場合、「保険料の集金に関する契約書」に定められた契約者の人数に
不足する場合等には、団体扱・集団扱特約が失効し、残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
このポスターは自動車保険(団体扱)の概要についてご紹介したものです。なお、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは「ご契約のしおり（約款）」をご用意し
ておりますので、必要に応じて、代理店または東京海上日動にご請求ください（「ご契約のしおり（約款）」は東京海上日動のホームページでもご確認いただけます。）。ご不明な点等がある場合は、代
理店または東京海上日動までお問い合わせください。
※トータルアシスト自動車保険は「総合自動車保険」、弁護士費用特約は「弁護士費用等補償特約(自動車)」、レンタカー費用等補償特約（事故時３０日）は「レンタカー費用の補償日数等に関する特
約（事故時３０日限度）」のペットネーム・略称です。

株式会社 鳥取教弘
ＴＥＬ：0857-26-5334 ＦＡＸ：0857-22-0248

担当：山陰支店 鳥取支社
ＴＥＬ：0857-23-2201 ＦＡＸ：0857-22-1388
0108-GN02-B12054-201905
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鳥取県公立学校教職員および退職者の皆
鳥取県公立学校教職員および退職者の皆様へ
鳥取県公立学校教職員および退職者の皆様へ

団体扱割引
団体扱割引
団体扱割引

８８％％
適用
適用*1 *1

８％

保険料
保険料

適用

下記保険料例の場合、
下記保険料例の場合、
一般契約に比べて
一般契約に比べて

*1

7,960
7,960円円

年間
年間

割安
割安

割安となる具体的な保険料は、
割安となる具体的な保険料は、
ご契約条件等により異なります。
ご契約条件等により異なります。

現在のノンフリート等級も継承されます（他の保険
会社、ＪＡ共済、全労済等を含みます。ただし、一部
の共済を除きます。）。

現在のノンフリート等級も継承されます（他の保険
現在のノンフリート等級も継承されます（他の保険
会社、ＪＡ共済、全労済等を含みます。ただし、一部
会社、ＪＡ共済、全労済等を含みます。ただし、一部
の共済を除きます。）。
の共済を除きます。）。

＜団体扱
ている方
派遣者お
は、ご契
の別居の
*2 配偶
＜団体扱の対象となる方＞ご契約者は鳥取県公立学校に勤務し、鳥取県から毎月給与の支払いを受け
＜団体扱の対象となる方＞ご契約者は鳥取県公立学校に勤務し、鳥取県から毎月給与の支払いを受け動ま
ている方（在籍出向者、職域労働組合または職域共済組織の事業に従事している方を含みます。）、退職
ている方（在籍出向者、職域労働組合または職域共済組織の事業に従事している方を含みます。）、退職
(基準日:2019年7月
派遣者および退職者に限ります。記名被保険者（ご契約のお車を主に使用される方）および車両所有者
派遣者および退職者に限ります。記名被保険者（ご契約のお車を主に使用される方）および車両所有者
は、ご契約者の配偶者*2、ご契約者またはその配偶者*2の同居の親族、ご契約者またはその配偶者*2
は、ご契約者の配偶者*2、ご契約者またはその配偶者*2の同居の親族、ご契約者またはその配偶者*2
の別居の扶養親族のいずれかの場合も、ご契約いただけます。
の別居の扶養親族のいずれかの場合も、ご契約いただけます。
*2 配偶者の定義についての詳細は、「重要事項説明書」をご確認いただくか、代理店または東京海上日
*2 配偶者の定義についての詳細は、「重要事項説明書」をご確認いただくか、代理店または東京海上日
動までお問い合わせください。
動までお問い合わせください。
年間 7,96
年間 63,230 円
年間 55,270 円
■トータルアシスト自動車保険の保険料例
■トータルアシスト自動車保険の保険料例
■トータルアシスト自動車保険の保険料例

【ご契約条件】保険期間：１年間、ノンフリート等級：２０等級、事故有係数適用期間：０年、（割引６３％
(基準日:2019年7月1日現在）
(基準日:2019年7月1日現在） 【ご契約条件】保険期間：１年間、ノンフリート等級：２０等級、事故有係数適用期間：０年、（割引６３％）、

7,960
円
7,960
年間 年間
63,230
円 円年間 年間
55,270
円 円 年間年間
63,230
55,270

お車の用途・車種：自家用小型乗用車、車名：アクア、型式：ＮＨＰ１０、料率クラス（車両４、対人５、対
お車の用途・車種：自家用小型乗用車、車名：アクア、型式：ＮＨＰ１０、料率クラス（車両４、対人５、対
物５、傷害５）、初度登録年月：平成２８年５月、新車割引有、お車の使用目的：日常・レジャー使用、年
物５、傷害５）、初度登録年月：平成２８年５月、新車割引有、お車の使用目的：日常・レジャー使用、年
*1 団体扱割引８％は、保険期間の始期日が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日まで
齢条件：３５歳以上補償（記名被保険者年齢区分：３０歳以上４０歳未満）、記名被保険者の免許証の
齢条件：３５歳以上補償（記名被保険者年齢区分：３０歳以上４０歳未満）、記名被保険者の免許証の
＜団体扱に関するご注意＞退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合、資本関係
種類（色）：ゴールド、対人賠償責任保険：無制限、対物賠償責任保険：無制限（免責金額０円）、人身
種類（色）：ゴールド、対人賠償責任保険：無制限、対物賠償責任保険：無制限（免責金額０円）、人身
不足する場合等には、団体扱・集団扱特約が失効し、残りの保険料を一括して払込みいただ
傷害保険：３,０００万円（傷害一時費用保険金不担保）、車両保険１２０万円（一般条件、免責金額１回
傷害保険：３,０００万円（傷害一時費用保険金不担保）、車両保険１２０万円（一般条件、免責金額１回
このポスターは自動車保険(団体扱)の概要についてご紹介したものです。なお、ご契約にあた
目５万円
２回目以降１０万円）
、弁護士費用特約、レンタカー費用等補償特約（事故時３０日）：上限
目５万円
２回目以降１０万円）
、弁護士費用特約、レンタカー費用等補償特約（事故時３０日）：上限
円
日額５,０００円
日額５,０００円
ておりますので、必要に応じて、代理店または東京海上日動にご請求ください（「ご契約のしお

理店または東京海上日動までお問い合わせください。
※トータルアシスト自動車保険は「総合自動車保険」、弁護士費用特約は「弁護士費用等補償
約（事故時３０日限度）」のペットネーム・略称です。
*1 団体扱割引８％は、保険期間の始期日が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの契約に適用されます。割引率は、団体の損害率等により毎年見直されます。
*1 団体扱割引８％は、保険期間の始期日が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの契約に適用されます。割引率は、団体の損害率等により毎年見直されます。
＜団体扱に関するご注意＞退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合、資本関係の変更により系列会社でなくなった場合、「保険料の集金に関する契約書」に定められた契約者の人数に
＜団体扱に関するご注意＞退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合、資本関係の変更により系列会社でなくなった場合、「保険料の集金に関する契約書」に定められた契約者の人
不足する場合等には、団体扱・集団扱特約が失効し、残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
不足する場合等には、団体扱・集団扱特約が失効し、残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
このポスターは自動車保険(団体扱)の概要についてご紹介したものです。なお、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは「ご契約のしおり（約款）」をご用意し
このポスターは自動車保険(団体扱)の概要についてご紹介したものです。なお、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳しくは「ご契約のしおり（約款）」をご用
ておりますので、必要に応じて、代理店または東京海上日動にご請求ください（「ご契約のしおり（約款）」は東京海上日動のホームページでもご確認いただけます。）。ご不明な点等がある場合は、代
ておりますので、必要に応じて、代理店または東京海上日動にご請求ください（「ご契約のしおり（約款）」は東京海上日動のホームページでもご確認いただけます。）。ご不明な点等がある場合は
ＴＥＬ：0857-26-5334 ＦＡＸ：0857-22-0248
理店または東京海上日動までお問い合わせください。
理店または東京海上日動までお問い合わせください。
※トータルアシスト自動車保険は「総合自動車保険」、弁護士費用特約は「弁護士費用等補償特約(自動車)」、レンタカー費用等補償特約（事故時３０日）は「レンタカー費用の補償日数等に関する特
※トータルアシスト自動車保険は「総合自動車保険」、弁護士費用特約は「弁護士費用等補償特約(自動車)」、レンタカー費用等補償特約（事故時３０日）は「レンタカー費用の補償日数等に関する
約（事故時３０日限度）」のペットネーム・略称です。
約（事故時３０日限度）」のペットネーム・略称です。

株式会社 鳥取教弘

株式会社
株式会社鳥取教弘
鳥取教弘
ＴＥＬ：0857-26-5334
ＦＡＸ：0857-22-0248
ＴＥＬ：0857-26-5334
ＦＡＸ：0857-22-0248
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担当：山陰支店
鳥取支社
担当：山陰支店
鳥取支社
ＴＥＬ：0857-23-2201
ＦＡＸ：0857-22-1388
ＴＥＬ：0857-23-2201
ＦＡＸ：0857-22-1388

0108-GN02-B120540108-GN02-B12

鳥取教弘友の会

令和元年度

1

運営委員会

平成30年度

(1) 事業報告
① 平成 30 年度

日 時：令和元年５月8日（水）１１時より
場 所：セントパレス倉吉

事業報告及び会計決算報告
総会の出席状況
東

会 員 数
出席者数
出席率(29年度)

部

中

部

西

部

735 人

292 人

463 人

29 人

33 人

33 人

県

外

合

計

28人 1,518人
1人

96人

3.9%（5.4）11.3%（12.7） 7.1%（8.1） 3.6%（0.0） 6.3%（7.5）

②「友の会」会報の発行（29 号）……７月
③「教弘手帳」の配布（希望者）……11 月
④ 研修旅行 11 月５日～７日 台湾（台北）を巡る２泊３日の旅、14 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、小川 聰監査の監査報告で、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。
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令和元年度事業計画

(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 10 月 3 日（木） 場所 白兎会館
※ 中部地区 10 月 8 日（火） 場所 倉吉シティホテル
※ 西部地区 10 月 1 日（火） 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30年度教育振興事業の様子／平成30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
宿泊施設
泊 数
会 員
家 族
する場合は、右記の表のとおり補助する。
1泊目
2,000円
2,000円
指定宿泊施設
◎宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予約し、その
2泊目
2,000円
2,000円
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。 ※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
◎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
（第18期 2019年度）

◆役

役

員（19名）☆新役員

名

氏
加 藤
会
長
副 会 長（東） 福 本
〃 （中） 中 川
〃 （西） 川 田
運営委員（東） 村 田
〃 （〃） ☆ 加 藤
〃 （〃） 野 崎

名
憲 雄
國 愛
昇
修 一
隆 子
邦 雄
淳 介

《2019年度用》

役 名
氏
名
運営委員（東） 米 田 克
〃
(〃） ☆ 小 谷 節
〃 （中） 神 波 慧
〃 （〃） 小 谷 悠 一
〃 （〃） 高 多 俊
〃 （西） 青 戸 晶
〃
(〃） 松 井 智
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彦
子
子
郎
子
彦
子

役 名
運営委員（西）
〃 （〃）
監
査（東）
〃 （中）
〃 （西）

氏
塚 田
押 村
中 村
小 川
湯 原

名
安 雄
克 彦
金 一
聰
剛 文

