分  於 岡山県珠算会館

常任委員会 地· 区長連絡会 開催

時～ 時

場所 岡山県生涯学習センター

平成二十九年七月十六日
（日）

が若年層の先生方中心に頑
張っていってほしいとの結
論に至った。
・岡山県珠算競技大会の手伝
いについて
県大会における地区長への
役員要請の文章が送られた
経緯が知りたい、という質
問に対し、競技部より、今
まではいつも岡山地区へ依
頼していたが参加人数が増
えたことや塾対抗競技への
参加チームが増えた為であ
る。平成二十九年度一月の
合同連絡会で依頼してい
る。今後常任委員会にて承
認を得る と回答。
・新・フラッシュ暗算検定試
験について
パソコンを取り入れていな
い、 パ ソ コ ン は あ る が フ
ラッシュ検定を実施してい
ない先生も多く段位検定の
実施は難しいと、地区長会
からの報告。

平成29年10月９日（月）

15

30

生、平上博先生、河相睦
常任委員会の承認後の対
美先生、則武雅美先生。
応では遅すぎるので、今
・ 小学
後、速やかに対処する為
 校ボランティアそろば
ん指導講師派遣要請書送
に、総務で判断して対応
〔承認〕
付について九月発送予定。
する。 
広報部
④トイレ改修については見
送りとする。  〔承認〕
・五月「珠算おかやま」発
行済み。
⑤梅川先生の支部参与辞退
〔承認〕
を報告。 
・九月「珠算おかやま」準

備報告。
⑥新・フラッシュ暗算検定
試験について
検定・競技部
施行についての問題提起
・検定試験の追加申し込み

パソコンを持ってい
期限は一週間までとする
ない。
（受験者を増やして頂く
操作方法がわからな
ため）。
い。
・段位試験施行には珠算教

解決策として、操作方
育士有資格者二名を必要
法の講習会をしてはど
とする。
うか。
・再度確認し二名に満たな
合格証書の発行は支部
い場合は近隣の会場での
単位で行うこととす
受験を依頼すること。
〔承認〕
る。 
・ 受験
 申込書の送付準備報告
・岡山県珠算競技大会の報
⑦試験会場について

検定委員会で各地区より
告及び中国五県珠算選手
提出された試験会場を確
権大会について。
認する。その後、試験会
【常任委員会】
場として登録することを
司会進行 尾﨑支部長
各地区へ連絡する。
①新入会員の承認について
（敬称略）
〔承認〕


繁森 千恵（東備）三号
⑧岡山県珠算競技大会の開
催日について
大﨑 奈々（美咲）三号
承認
平成三十年四月二十九

②退会者報告（敬称略）
日（日）に岡山市立吉
木村 吉成（岡山）
備公民館で開催予定。

林
恵子（岡山）
〔承認〕


③講師派遣について
山陽カルチャー文化セン 【地区長連絡会・合同会議】
ター及び南区灘崎町片岡
・小学校ボランティアの件
会員の高齢化により大変な
の公民館での指導者を募
面もあるという意見がでた
るとの依頼あり。しかし

小学３年生まで参加できます

各種通信競技大会のご案内

岡山県ちびっ子

そろばん大会開催

10

○引き続き平成29年度重点施策・若年・
若年層会員助成の件
平 成29年 度 ～30年 度（ 期 間 ２ 年 間 ）
70％カット
※平成29・30年度に入会された会員が
対象となります。
（入会後５年未経
過で退会の場合は、助成金の返還を
しなければなりません。
）

議事録署名人
土井原光子
（岡山）
問田 隆大
（備南）
定数報告
出席者 四十四名

委任状 四十五名

正会員数九十一名の過半数
に達しているので総会が成立
することを報告。
【議事】
第一号議案
平成二十八年度事業報告並
びに収支決算報告
事業報告
尾﨑祈生子 支部長

収支決算報告
池上 修生 会計担当

監査報告
落合
正治監査委員に

より適正であったと報
〔承認〕
告。 
第二号議案
平成二十九年度事業計画並
びに収支予算報告。
事業報告
尾﨑祈生子 支部長

収支予算書
池上 修生 会計担当

〔承認〕

その他
検定
 委員会のメンバー構成
に つ い て 質 問 が あ っ た が、
今期は現状通りとし、次期
役員改選時に再度検討する
こととした。
閉会のあいさつ

新入会員増加対策

出席者（敬称略）
尾﨑・中野（榮）・池上
若林・西本・岡本・金光
秋元・山本・落合・嘉数
羽原・山野・豊田・問田（隆）
松本・成本・田辺・亀山
平上（博）
・繁森・遠藤
吉田
【合同会議】午前の部
○支部長あいさつ
７月より任期２年間、各自
の持論を発言しながらそれ
ぞれの職務に取り組んでい
ただきたい。
○本部からのお知らせ
・第二十九回日本小・中・高校
生そろばん訪米使節団の件
新見地区の杉本珠算学院
の塾生、
横山春香さんが申
し込まれ選ばれました。
・ 新・フラッシュ暗算検定の件
本部からの『新・フラッ
シュ暗算検定試験概要』
についてどう取り扱うか
常任委員会及び地区長連
絡会で話し合っていただ
きたい。
○各執行部からの報告
総務会計
地区長会へ月別報告の提
出のお願い。
監査 会 七 月 十 四 日（ 金 ）
実施（落合・嘉数両監査
委員）現金 帳
･ 簿等正確
であるとの旨報告。
研修・学体部
・八月二十六日・二十七日
『やま幸』においての講
習会準備報告。
パネ ラ ー は 豊 田 澄 子 先

○平成27年度～28年度（期間２年間）
若年層会員（50歳未満入会者）本部会
費70％カット

発 行 所
公益社団法人全国珠算教育連盟
岡山県支部
岡山市北区東古松2-6-16
TEL 086-222-5420
発行者 尾﨑祈生子
編集者 秋元 朋子
文部科学省後援
全珠連珠算・暗算検定試験
全 国 一 斉 施 行
第381回 H.29.９.24
第382回 H.29.11.26

岡山県支部通常総会が常任
委員会の後、開催された。
司会開会のことば
支部長のあいさつ
表彰（敬称略）
★本部表彰
【役職勤務表彰】（支部長二年）
梅川 博之
（美咲）
【永年在籍】
五十五年 笹川 重則
（新見）
杉本 節夫
（新見）
五十年
問田 基義
（備南）
金光千代子
（矢掛）
四十年
佐藤 正代
（備南）
岡本 静子
（東備）
羽原 律子
（岡山）
【事業優積】
検定二、
〇〇〇名以上
平上
博
（賀陽）
一、
〇〇〇名以上
中野 榮二
（吉備）
川口 久子
（備南）
羽原 律子
（岡山）
吉田 弘芳
（倉敷）
三宅 秀子
（岡山）
★支部表彰
【永年在籍】
十年
秋元 朋子
（岡山）
行正もと子
（備前）
以上

本部参与問田先生より祝詞
を頂いた
正副議長選出
議長
嘉数 秀彦
（邑久）
副議長 豊田 澄子
（津山）
書記
若林 秀実
（岡山）

本部からのお知らせ

於  瀬戸大橋温泉 やま幸
平成29年8月26日
（土）
13時～15時

常任委員会

公民館にて行う予定で
あったが祝日で休館の為
使用出来ない。岡山県生
涯学習センターを予定。
・毎年
 一月に実施していた
段位審査の実施時期は未
定。
○その他
・山陽
 新聞ウィークリーの
広告デザイン及びキャッ
チフレーズの内容変更を
考えてはどうかという意
見あり。
・フラ
 ッシュ暗算検定は現
在、総務部が管理してい
るが検定競技部がすべ
き。合格証も同様という
意見あり。
・岡山
 県珠算競技大会の役
員については継続して地
区長他、引率の先生方に
お願いする事。
承認される


この度平上一孝先生が
公益社団法人全国珠算教育連盟理事長
に就任されました。

全日本通信珠算競技大会
日時 平成29年10月15日
（日）
岡山県通信暗算競技大会
日時 平成29年11月27日
（月）

～12月３日
（日）

日時

一 孝 先生
平 上

誕生‼
岡山県より理事長

支部通常総会
通常総会の前、十一時～十
二時迄常任委員会が開かれた
出席者（敬称略）
尾﨑・中野（榮）・池上
若林・西本・中野（智）
岡本・金光・山本・秋元
嘉数
○開会のことば
○総会の役割分担及び議事進
行の確認
○各執行部からの報告
研修部より
講習会準備報告と進行の
確認
広報部より
「珠 算おかやま」発行準備
検定競技部より
・岡山県珠算競技大会（四
月二十九日開催）は吉備

おめでとうございます

２０１７年（平成２９年）９月１５日

ま
や
か
お
算
珠
第１７５号
（1）

平成二十九年八月二十日（日）
午前八時二十分開会

寺元 智政

平田 翔真
高校・一般の部
三位 廣石 佳穂
○種目別読上暗算
三位 廣石 佳穂
○フラッシュ暗算競技
三位 廣石 佳穂
○中国五県対抗
三位

機会はあまりないので、大変
勉強になりました。今、自分
が行っている指導法を見直し
ていくことも大切なのではと
感じることもできてとても有
意義な時間を過ごせました。
最後に今回二日間研修部の
先生方をはじめパネラーの先
生方等たくさんの先生方のお
かげでとても勉強になりまし
た。
ありがとうございました。
指導者講習会
パネルディスカッション
に参加して

賀陽地区 平上
博

今回、研修部よりパネラー
をとご依頼を受け、正直とま
どいもあり、私の様な未熟者
に務まるかなと思いました
が、なかなか出来ない良い経
験をさせてもらえると、感謝
の気持ちでお引き受け致しま
した。
資料等前もって用意はせず
にとの事でしたので本当にど
うなるのかと不安いっぱいで
はありましたが、実際、今現
在の当教室の状況をありのま
まお伝え出来れば良いかなと
思い気持ちを切り替えまし
た。
質問項目は①検定受験の状
況について②指導法について
③生徒・保護者の対応につい
てでした。各項目ごとに細か
く質問を受け答えさせて頂き
ました。ありのままをお伝え
しようと思ってはおりました

合格おめでとう

第三七九回（珠算）
五段 安信 康心（吉備）
準四段 髙林 夏鈴（備南）
茨木 彩心（岡山）
前谷 咲花（新見）
参段 河内 琳香（吉備）
平島 遼成（美咲）
山本
凪（東備）
影山 汀紗（高梁）
和田 唯海（吉備）
準参段 藤原 里咲（東備）
谷沢望々花（岡山）
下村 祐太（東備）
第三七九回（暗算）
八段 神原
稜（東備）
七段 藤井 美有（岡山）
六段 植田
海（津山）
下村 祐太（東備）
四段 藤野 由子（東備）
準四段 近藤
愛（津山）
参段 矢鳴 大輝（高梁）
山本
凪（東備）
槙野 凱一（高梁）
京嶋 紗夕（岡山）
吉村 徹真（東備）
準参段 松本 朋也（井原）
近藤 大輝（津山）
仲岡 優大（高梁）
人見 友理（岡山）
安田未乃里（備南）
岸田明美花（備南）

準参段

第三八〇回（珠算）
六段 柏井 駿介（岡山）
準六段 横山 春香（新見）
準五段 品川 七海（新見）
寺元 智政（岡山）
四段 池田 慎平（岡山）
長尾 健汰（吉備）
茨木 彩心（岡山）
前谷 咲花（新見）
準四段 洲脇 実優（備南）
参段 植田
海（津山）
準参段 神原
稜（東備）
妹尾 若奈（矢掛）
伊達 美宏（備南）
第三八〇回（暗算）
九段 平田 翔真（吉備）
七段 井上 未久（津山）
阿部
恵（吉備）
準六段 茨木 彩心（岡山）
五段 宮原 鴻志（東備）
岩野 侑輝（美咲）
準五段 難波 有里（東備）
藤原 陽葵（賀陽）
四段 平島 遼成（美咲）
山本
凪（東備）
準四段 仲岡 優大（高梁）
参段 藤原 里咲（東備）
平島 颯菜（美咲）
石戸 昇真（美咲）
伊達 美宏（備南）
松本 菜那（美咲）

第三七九回・第三八〇回準参段以上検定昇段者

‼

私と一緒に訪米団に参加し
た人たちは、すごくそろばん
が上手で、いい刺激をもらい
ました。みんな暗算がすごく
て、私ももっと練習しないと
いけないな、と思いました。
この度、訪米団に参加する
ことができて本当に幸せに
思っています。高校生の時に
こんな経験はなかなかできな
いので両親、そろばんの先生
には感謝の気持ちでいっぱい
です。この十日間で得たもの
を大切にしていきたいと思い
ます。

そろばん訪米使節団を終えて

いのでどうやって教えたらい
いのか、と考えました。片言
の英語とそろばんを使ってど
うにか教えることができまし
た。でも、やっぱり英語は話
せ た 方 が い い と 思 い ま し た。
これから勉強したいです。
また、十日間で文化の違い
をすごく体感しました。日本
との違いが大きかったのは食
事です。小学校訪問の時に食
べた給食も、日本の給食とは
全然違いました。食べるもの
も違いますが、アメリカの食
べ物はとにかく量が多く、ほ
ぼ完食できませんでした。

日本小・中・高校生

がなかなかうまくお伝えする
事が出来ず、お聴き頂いた先
生方には申し訳ない気持ちで
は あ り ま す が、 今 回 の パ ネ
ラーとして私がお話しさせて
頂いた内容が少しでもご参加
頂いた先生に今後各教室での
授業で参考になる事があれば
大変嬉しく思っております。
今回この様な機会を頂きま
した研修部、また執行部の皆
様には感謝申し上げます。
ありがとうございました。

地区だより

第二十九回

第２日目 パネルディスカッションパネラーの４人の先生

私にとって初めての海外。
アメリカに行けることが決
まってから出発の日が楽しみ
で仕方がありませんでした。
アメリカでは、たくさんの
経験をすることができまし
た。特に小学校訪問は、私に
とって学ぶことがたくさんあ
りました。私は英語が話せな

会

新 入 会

東備地区

美咲地区

退

員

者

み

平成二十八年度退会者
岡山地区
木村 吉成
岡山地区
林
恵子

賀陽地区
平上

ます。 

（Ａ・Ｔ）

をどうぞよろしくお願い致し

会員の先生方、投稿のご協力

ています。年三回の新聞発行、

がら無事完成し、嬉しく思っ

中、諸先輩方の助言を頂きな

聞発行となり、戸惑いもある

す。私たち広報部も最初の新

れ気持ち新たに始動していま

タートし、各執行部もそれぞ

います。新年度が七月よりス

を注いでおられる日々だと思

どもたちとまた一日一日、力

新学期も始まりました。子

生方お疲れ様でした。

ですね。研修会、総会等、先

今年の夏はとても暑かった

編 集 後 記

一孝（実母逝去）
（平成二十九年五月）

高梁地区
中田ゆかり（実父逝去）
（平成二十九年五月）

お く や

大﨑 奈々
繁森 千恵
（昭和54年生） （昭和46年生）

珠算指導者講習会
講習第１日目 濱子先生を囲んで

をしていないので全てがあや
ふやでした。どうやって地震
が起きるか、津波と波浪の違
い、大雨による災害など気象
に関するお話は驚くものばか
りでした。
岡山は災害が少ないといわ
れています。しかし、日頃か
ら通塾中や塾にいる時に何か
という不安は正
起きたら ･･･
直ありました。ハザードマッ
長濱子先生の「大雨、地震災
プなどで自分の地域のことを
害から身を守る」生徒の集会
もっと知り、生徒の身を守る
時に対する災害対応について
ということをこの講習で改め
のお話でした。幸いにして私
て考えないといけないと感じ
の住んでいる所は災害の少な
ました。知識をもっともっと
い所です。教室のそばは川も
増やし、生徒の身の安全確保
山も近くにないので、あまり
に努めたいと思います。
真剣に考えたことがありませ
これからは、生徒達と家や
んでした。今回のお話の中で
塾内での災害時の避難など講
習で学んだ事をしっかりと話 「 自 然 に 対 し て 謙 虚 に 」 と 言
われました。少し考えさせら
し合ってみたいと思います。
れました。一度生徒達と話を
こんなに詳しく気象のお話
を 聞 く こ と が な か っ た の で、 してみようと思いました。
二日目はパネルディスカッ
今回大変貴重なお話を聞く機
シ ョ ン で し た。 四 人 の パ ネ
会をいただき、ありがとうご
ラ ー の 先 生 方 の 指 導 法・ 生
ざいました。
徒・保護者の対応について等
を 聞 か せ て い た だ き ま し た。
普段は他の地区の先生方の教
室の様子や指導法などを聞く
指導者講習会に参加して
 美咲地区 遠藤 眞智子
一日目は岡山地方気象台次

平成二十九年八月二十六日（土）
会場 瀬戸大橋温泉やま幸
講師 岡山地方気象台 次長 濱子訓志先生
演題 大雨・地震災害から身を守る

八月二十六日（土）
通常総会の後二時間、濱子先
生をお迎えし四十五名が受講し
た。先生のお話と共にスクリー
ンでの説明もあり、とても解り
やすく講演して頂いた。
八月二十七日（日）
九時から十二時迄の三時間
にわたり、四名のパネラーを
含む三十八名の参加者で初め
てパネルディスカッションが
開催された。一日目の受講生、
二日目のパネラー・参加者か
ら感想を頂いている。
指導者講習会に参加して
 岡山地区 片岡 かおり
八月二十六日、岡山気象台
濱子訓志様のお話を伺いまし
た。
最近、日本でも大雨や地震
の災害が多発しており、テレ
ビ・新聞などで少しの知識が
あるものの、自分が実際体験

時
於
催

広島市 「安芸グランドホテル」

中国五県珠算選手権大会開催
日

主

三位 藤井 宏夢

小学生の部

○個人総合競技

三位 若潮スクール

高校・一般の部

三位 若潮スクール

中学生の部

公益社団法人 全国珠算教育連盟
中国地方連合会

◆ 岡山県支部の成績は次の通り
○団体総合競技
小学生の部
二位 若潮スクール
三位 則武珠算研究所
三位 光速算クラブ

春香さん
横山

２０１７年（平成２９年）９月１５日
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