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５月の予定
４月28日
５月度授業料引落日
（５月９日 引き落とし予備日）
５月７日
珠算検定申込締め切り
（実施は６月２６日）
ゴ ールデ ンウィーク はカレンダ ー通り
で、祝祭日はお休みです。
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
◎ ６月４ 日実施の暗 算検定の時 間は次
月 号でお 知らせいた します。４ 日の都
合 がつか ない皆さん は２日・３ 日の授
業 中に受 験できます 。６月４日 の通常
授業は休講です。
◎ 今年度 の七夕そろ ばんワール ドは７
月３日、三重県松阪市で開催されま
す。段位練習生に出場資格がありま
す 。参 加 料3000円。 行き帰 りと も車
で 、早朝 に出発し、 帰りは午後 ９時頃
になります。申込締切は５月７日。
◎ 今夏 の 合宿 は ８月 16日 から18日で
す 。場所 は例年通り 京都府京丹 後市の
夕日が浦温泉、旅館『海幸』。４月10
日 に黒板 に書いて告 知したとこ ろ、３
日 間で定 員に達して しまいまし た。現
在 はキャ ンセル待ち 状態ですが 、３級
練 習生以 上で参加希 望の方はと りあえ
ずお申し出下さい。
☆７ 月17日に今年度のＡ１グランプリ
大 会が開 催されます 。出場可能 なレベ
ル に達し ている生徒 の皆さんに は５月

℡８９５－６２３０

中旬 から申込 書を配布し ていきます 。
会場 は枚方市 立地域活性 化支援セン タ
ー（｢輝 きプラザきらら｣内）、午後０
時30分開 会、午後４時閉会予定です。

☆全日本ユース珠算選手権大会☆
当教室生の結果
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☆ ユース 大会の会場 で集まりま した募
金 額 は 33177円 で し た 。 募 金 額 は 被 災
地 でそろ ばんを失っ た子ども達 にそろ
ばんを送る資金に致します。

『未曾有の大災害が発生致しました。人的
被害・物的被害・精神的被害、どれもが想像
を絶する状態です。
それで も、生きている限り、人 は悲しみと寄り添

人が財産

い、あるいは悲しみを抱え、あるいは乗り越えて、

４ 月17日、京都市・立命館小学校で
全 日本ユ ース珠算選 手権大会を 開催い
た しまし た。この大 会は今回で ４回目
です。
数名の 先生方とと もにいろい ろな目
的を 持って立ち 上げた15歳以下の選手
達 による 全国大会は 年々盛況に なり、
今 年は参 加申込の受 付開始から わずか
40分で予 定人数に達するほどでした。
申 込は３月８ 日午前10時より当教室
の 電話で のみ受け付 けたのです が、電
話 は切っ ては鳴り、 切っては鳴 りを繰
り返 しました。 11時にはお申し込み締
め 切りと いう情報を ネットで流 して頂
き、 定員を33名ほどオーバーしてよう
や く一段 落したのが ８日の正午 を過ぎ
た頃だったでしょうか。
その後 、続々と正 式の申し込 み書が
届 きだし 、パソコン にチマチマ と入力
作 業をし ていたとこ ろにあの地 震発生
です。
直後か ら大会の実 施に関する 問い合
わせがチラホラと来はじめました。
大会の 開催可否の 判断をしな ければ
な らなく なったので すが、中止 や延期
を する気 持ちはあり ませんでし た。直
接 被災し た参加者や 教室はなか ったこ
と と、あ のニューヨ ークのテロ 事件の
際 、当時 のニューヨ ーク市長が 市民に
呼 びかけ た『まずは 日常生活を 普段通
り に普通 に行いまし ょう』とい う言葉
が 深く印 象に残って いたことも あった
からかもしれません。
地震発 生の数日後 、申込団体 宛に受
付 完了の 文書を出し ました。文 頭には
次のような言葉をしたためました。

進んでいかなければなりません。
ユース大会の開催可否に関するお問い合わ
せを頂いております。
いか なる逆 境 にも 立 ち向 かうのが若 さ の特 権
だとするならば、なおのこと、「挑戦者たち」のた
めのユース大 会を凛として実施しようと思いま
す。
そ ろ ば んがで き るこ と を感 謝 する 場 と して すべ て
の大会関係者がユース大会に集えるよう、万
全の準備をいたす所存です。』
宮城県石巻 市で教室を開かれ、昨年
の大 会に参加 して頂いた 先生に連絡 が
つか ないこと が判明した のはこの文 書
を出した頃でした。１か月近く経っ
て、 新聞に震 災で亡くな られた方々 の
お名 前の中に その先生の お名前を発 見
した のは大会 の直前。何 が何でも大 会
を大 成功させ たいと思っ たものです 。
日 本国民１ 億２千万人 が今持って い
る 力 を １ ％ 伸 ば す と 120万 人 分 に 匹 敵
し ま す 。 頑 張 っ て ２ ％ 伸 ば す と 240万
人分 です。被 災して困っ ている方々 の
数はいまだ正確には把握できません
が、 今動ける 人たちが２ ％力を伸ば す
まんにん りき

こ と で 「 240万 人 力 」 に な る の で す 。
そ ろばん学 習は努力の 結果得られ る
計算 力が突出 しているた め、どうし て
も『 計算力の 伸長』に目 を奪われが ち
です が、実際 はすぐれた 計算力を獲 得
して いく過程 で能力全体 が膨らんで い
くも のです。 このことは 生徒の皆さ ん
が実 証してく れています 。「全能を 伸
ばす 」そろば ん学習を頑 張ること、 そ

し てその 結果何％も 大きくなっ た皆さ

備で きるだけ の大縄を宮 城県のそろ ば

ん の存在 そのものが 震災の大き な復興

んの 先生に送 ります。現 地の先生方 に

の手助けとなっていきます。

はお 手数をお かけするこ とになるの で

義援金
震災直 後から教室に設置しておりま

すが 、適当な 場所に配布 して頂くこ と
になると思います。

す 募金箱 。かなりの 重さになり ました

何 かメッセ ージを、と いうお言葉 を

ので 予定を繰り 上げて４月20日に一旦

頂き ましたの で、以下の ような文章 を

募 金額を 数えました ところ、１ 円玉か

書きました。大縄に同封します。

ら 一万円 札まで、計 ５８６６７ 円あり

－－ －－－－ －－－－－ －－－－－ －
大阪府交野市

ました。
約束通 り、同額を 教室から増 額し、
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金本和祐

き りのい い１２００ ００円とし て被災
地に送ります。

「 しょう油 がなくなっ たのでちょ っ

津波や 建物崩落に よって学用 品を失

と貸 して」と 、となりの 家がどんな 状

っ た学校 も多いこと から、学校 で役立

態か も気にせ ずにどやど やと押しか け

つ ものを 、というこ とで宮城県 のそろ

てし ょう油を もらってい けたのは、 今

ばんの先生に調査をして頂いたとこ

からほんの数十年前のことでした。

ろ 、サッ カーボール を贈っては どうか
というご提案を頂きました。
しかし ながら、サ ッカーがで きるよ
う な無傷 のグランド は仮設住宅 用地と

他 人の世話 になって生 活し、他人 の
世話 をして生 活していく 。「おかげ さ
まで 」という 気持ちをみ んなが持っ て
いた時代でした。

な ること が予想され ることと、 できる
人 が限ら れてしまう ことから、 サッカ

それが、いつの頃からでしょうか。

ー ボール を贈ること は断念しま した。

「自 分のもの は自分だけ のもの」と い

そこで 、誰もが気 軽にできる スポー

う考えが広まっていきました。

ツ 系のも のは何かな いかと考え ていく
う ちに思 いついたの が『大縄』 です。

運動 会などで グラウンド にレジャー シ

クラス 対抗・グル ープ対抗・ 避難所

ート を敷きま す。誰のも のでもない グ

対 抗・仮 設住宅自治 会対抗…… 、とグ

ラウ ンドのは ずなのに、 ただレジャ ー

ル ープ単 位で力と呼 吸を合わせ て記録

シー トを敷い たというだ けで自分の 土

を 高めあ えることと 、ちょっと した運

地の ような錯 覚を起こし 、誰かがレ ジ

動 不足の 解消になる こと、場所 をあま

ャー シートを 横切ろうも のなら、も の

り 必要と しないこと 、保管にも 邪魔に

すご く怒る人 が出てきた のもこの時 代

な らない こと、いざ となったら 洗濯物

です。

を 干すロ ープにも使 える（？） ことな
ど など、 考えれば考 えるほどベ ストの

大地 震と大津 波は、時代 を３月１１ 日

贈り物に思えてきたのです・・？

の前 と後とい う２つに暴 力的にぶっ た

という ことで、１ ２００００ 円で準

切りました。

様々 な業者の 皆様なども 来られるた び
直 接、人 命や身体、 財産などに 被害を

に募金して下さいました。

受けた被災者の皆様はもちろんのこ
と 、遠く 離れた大阪 のような場 所に住

４月 中旬にな って、さて 何を送ろう か

む 人たち の心の中に も震災は大 きな影

と、 宮城県で 珠算塾を開 いていらっ し

を落としました。

ゃる 先生に相 談をいたし ました。学 校
その ものも被 災した報道 を見聞きし て

見 つかっ ては悲しみ 、見つから なくて

いたものですから、文房具や教材な

も 悲しみ 、という結 果になるこ とがわ

ど、 今不足し ているもの を色々と調 べ

か ってい ながら、そ れでもなお 失った

て頂 きました 。その結果 、サッカー ボ

人 や物を 探さずには いられない という

ール はどうだ ろう、とい うご提案を 頂

気 持ちを 考えるとい たたまれま せん。

きました。
サッ カーボー ルと聞いて 、元気盛り の

失 ったも のがあまり に大きすぎ ます。

皆さんの、震災から１か月以上もの
間、 思いっき り走り回れ なかったこ と

で もそん な悲しみの 中、ほんの 少しで

に悶 々として いる様子が 目に浮かび ま

も 見つか ったこと、 いや、思い 起こし

した。

た ことは 、私たちは 、決して一 人では

でも サッカー をするには 大きな場所 が

生 きられ ず、他人の 世話になら ずに生

いる 、大きな 場所は避難 所や仮設住 宅

き ていく のは不可能 だというこ とでし

にな っている 、そんなと ころでサッ カ

た 。他人 の世話にな り、世話が できる

ーボ ールを思 い切り蹴る ことができ る

と きには お返しをす る。小さな 例が、

のだ ろうか、 などと考え を進めてい く

最 初に書 いた「しょ う油の貸し 借り」

うち に、同じ スポーツ系 で大縄では ど

なのです。

うだろうとか思い至りました。
もし 数が余れ ば学校だけ でなく、避 難

そ こで、 しょう油の 貸し借りで は無い

所や 今後各地 にできてい く仮設住宅 の

の ですが 、３月１２ 日からそろ ばん教

自治 会でもお 使いいただ ければと思 い

室 に募金 箱を設置し 、生徒や保 護者の

ます。ちょっとした運動不足の解消

皆 様から 募金を募り ました。被 災地に

と、 皆さんが 力を合わせ て困難に立 ち

す ぐさま 必要なもの を送ろうに も、手

向か っていか れるように 願いを込め て

段 や人員 が不足して うまくいか ないこ

のも のです。 大縄が、「 必要なとき に

とは神戸の大震災の時に経験しまし

必要 なものか 」と尋ねら れるとかな り

た 。時が 経つにつれ て必要なも のは時

困る のですが 、時間があ るときに仲 間

々 刻々と 変化してい くでしょう から、

が集 まって、 １回でも２ 回でもたく さ

大 阪のよ うな遠くか らできるこ とは、

ん跳べるように練習してみてくださ

必 要なと きに必要な ものに換え られる

い。 そして、 是非、グル ープ毎に大 縄

現金を集めることでした。

飛び 発表会を してみて下 さい。回数 の

す ると生 徒だけでな く、教室を 訪れる

伸び が実感で きておもし ろいと思い ま

月67

す。
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猛スピードばく進中（瞬達）

勇気づけられたならば…。

りません。

（初 歩教材「 瞬達」を１ ヶ月で５ペ ー
ジ以上進んだ生徒）
西村梨留26 楓まい25 西島朝香25

東 北の地 で笑顔で皆 さんが大縄 を跳ん
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で くれる ことが、私 達にとって この上

山 内 優 歩 11

自 分が楽 しいことが 他人も楽し くさせ
る こと。 これほど素 晴らしいこ とはあ

な くうれ しいしょう 油のお返し です。
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
（４月20日までの１ヶ月）
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－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
☆昨 年11月号の塾報でお知らせいたし
ま した「 ハワイ親善 珠算使節団 」のハ
ワ イ訪問 は、春休み を利用して 実施さ
れ ました 。地震の関 係で実施を 逡巡し
た のです が、現地で の準備が着 々と進
んでいたことから予定通り行いまし
た 。当教 室で指導を 手伝って頂 いてい
る 田伐先 生が感想文 を書いてく れまし
たのでご紹介いたします。
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
最 初に、 金本先生ご 夫妻、福田 先生、
佐 藤先生 、岡部先生 、岡田先生 、青木
先 生、若 松先生、高 柳先生ご夫 妻、跡
治 先生、 美谷先生（ 順不同）は じめ、
ハ ワイで そろばんを 教えていら っしゃ
る 先生方 には、大変 お世話にな りまし
た 。失礼 かとは思い ましたが、 この場
を お借り しまして、 お礼と感謝 の気持
ち をお伝 え出来れば と思い、塾 報に掲
載 させて 頂く事にし ました。本 当にあ
りがとうございました。
縁 あって 、雑用係程 度のお手伝 いさん

解っ ているの かいないの か…賑やか に

と しての 私と、まだ まだ、そろ ばん未

楽し い交流会 を開いて頂 き、思い出 に

熟 な娘と が、先生方 とご一緒に ハワイ

残る ひととき を過ごせた 事もとても 嬉

親 善珠算 使節団の一 員として参 加出来

しく 、感謝致 しておりま す。ありが と

た事を心より感謝致しております。

うございました。

最 初はリ ゾート気分 で参加させ て頂き

さわ やかなハ ワイの風、 海、空、太 陽

ま したが 、沢山の先 生方と一緒 にそろ

の下 で子供達 にとって、 世界の広さ や

ば ん以外 の教育だっ たり、計算 能力の

グロ ーバルな 感性を体験 出来た事は 、

向 上だけ でなく、様 々な能力に 繋がっ

これ からの成 長に少しで も役立って く

て 行くそ ろばん教育 の実際の体 験談等

れることと思っています。

を 聞かせ て頂き、そ ろばん教育 の深さ

余談 ではあり ますが、私 自身、高校 ３

と 先生方 の努力、そ して愛情の 深さを

年の 時、大阪 府中国親善 使節団の一 員

感 じなが ら、私自身 勉強させて 頂いて

とし て（大阪 府の高校生 対象）初め て

いました。

海外 旅行に行 かせてもら い、とても 良

金 本先生 の講演中、 現地の子ど も達と

い体 験をさせ てもらいま した。又、 無

日 本から 参加した子 ども達との 交流で

理を 聞いて行 かせてくれ た両親には 感

は 言葉の 壁は微塵も 感じず、又 、動じ

謝しています。

ず 、ただ ただ笑い声 と片言の英 語？を

世界 の大きさ を肌で感じ 、子供の頃 の

遊んでいました。
子供 たちの順 応性には驚 いてばかり で
した。
そし て講演後 、日本の子 供たちの模 範
演技 では、リ ゾート気分 だった顔が 急
に真 剣な表情 に変わり、 集中力が目 に
現れ 、次々と 問題を解い て行く姿は 、
現地 のご父兄 方も息を飲 みながら身 を
乗り出してご覧になっていました。
珠算 競技会を ご覧になっ た事がある 方
は、 おわかり かと思いま すが、珠算 競
技は アスリー トのスポー ツを見るの と
同じ位の緊張感と迫力があります。
親御 さんにと って、万国 共通！子供 の
成長 への関心 はとても高 く、金本先 生
の講 演と模範 演技にとて も感心され て
いました。
夕方 からは、 ワイキキビ ーチでハワ イ
のそ ろばんの 方々がバー ベキューの 準
備を して下さ り、美味し いお食事と 、

体 験は本 当に五感を フルに活用 し、大

て腕 全体を動 かせておら ず、手首を こ

き な成長 を促してく れるものだ と思い

ね回 している 、筆が倒れ ている、強 く

ます。

筆を 持ちすぎ ているなど です。書い た

海 外旅行 となると、 贅沢な事か もしれ

作品 を添削す る時に、一 緒に筆を動 か

ま せんが 、色々な場 所で日頃出 来ない

した り、書く ところを見 てもらった り

体 験や経 験を子供に チャレンジ させる

して 説明して います。人 によってう ま

こ とは大 切な事だと 、このツア ーで再

くな るスピー ドは違いま すが、一人 ひ

認識させて頂ました。

とり 丁寧に指 導していき たいと思い ま

か わいい 子には旅を させろ！で すね。

す。

ありがとうございました。

昇 段試験以 外の月は、 １級以上の 方

＜田伐純代＞

は毛 筆の基本 的な払いや とめなどが あ

－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－

る程 度できつ つある状態 ですので、 課

書道教室から～加藤真月

題を 何回か練 習した後は 、書を楽し め

５ 月 号 で は 、 6月 10日 締 め 切 り の 毛
筆 １級以 上の昇段試 験がありま す。硬

るよ う、いろ んな字を書 いて作品と し
てお持ち帰りいただいています。

筆 試験に 続いてです が頑張って 練習し

硬 筆の課題 は、難しい 漢字があま り

ま しょう 。毛筆１級 以上の方は ４００

出て こず、物 足りなく思 うかもわか り

円 をご持 参ください 。硬筆試験 代がま

ませ んが、漢 字は課題と は別に上手 に

だ の方も ４００円を お願いしま す。成

書け るよう練 習していま す。ひらが な

田 山書道 展の結果は まだわかっ ていま

は文 章の中で 必ず出てく るので、軽 ん

せ ん。わ かり次第ご 報告いたし ます。

じず 、しっか りきれいに 書けるよう 練

毛筆で 重視される のは線の力 強さ・

習し ています 。新小学１ 年生には「 ひ

太 細・墨 の濃淡の変 化です。形 が良く

らがな２」の練習帳をお渡ししまし

て も、ボ ールペンで 書いたよう に同じ

た。 順に練習 していくと 、ひらがな が

太 さの線 で書いてい るようでは よくあ

上手になっていくことと思います。

り ません 。筆をどの ように使っ て書い

さ て、大人 の書道も金 曜日午前中 ９

て いるか が紙に現れ ます。子供 たちが

時半から 11時 半まで行っています。大

練習している楷書（続けて書かない

人用 の本もあ り、基本か ら大きな作 品

字 ）の場 合、墨の濃 淡は関係あ りませ

まで 練習でき ます。ペン 字だけの本 も

ん が、力 強さ・太細 は重要です 。筆の

あり ますので 、よかった らいらして く

入 り方は 斜めにしっ かり筆を止 めて入

ださい。

る のが基 本です。画 数の多い字 、小さ

５月号の段位は下記の通りです。

く 書かな いといけな くなっても 、しっ

・小1

かりと筆をたてて斜めに入りましょ

小西

美琴

8級

6級

う 。そう することで 力強いすっ きりと

市川

大誠

8級

6級

し た線に なります。 うまく書け ない子

・小2

供 たちで 多いのは、 筆の下のほ うを持

角南

っ ている 、筆だけを 動かそうと してい

・小3

毛筆

毛筆
佳祐

6級
毛筆

硬筆

硬筆
3級
硬筆

今井

麻奈未

2段C

2段Ｂ

◎春休 みを利 用して、ハ ワイでのそろ

加藤

大騎

初段

2段Ｂ

ばん講 演を行 ってきまし た。現地集合

沼田

賢志郎

9級

2級

も含めて日 本から23名の参加です。現

初段C

1級Ａ

地の日 本人・ 日系人・米 国人・その他

東

美玖

土橋

乙心

4級

1級C

の皆様総勢 60名 ほどが聞きに来て下さ

小西

真雪

6級

2級

いまし た。具 体的な内容 は田伐先生の

松下

菜々

5級

2級

文章をご覧下さい。

4級

1級

大韓 航空機 を利用しま したので、関

6級

5級

西空港 を出て まず向かっ たのは、韓国

毛筆

硬筆

の仁川 空港で す。ここで なんと６時間

九十九
中村

光希
優吹

・小4
蜂谷

圭将

4段C

5段B

もの待 ち時間 を過ごして ホノルルへと

辻尾

菜々

2段B

4段C

向かっ たので すが、日本 から参加した

金本

大夢

3段B

3段Ｂ

子ども 達にと ってこの６ 時間は大変有

上野

舞華

3段B

3段A

意義なものとなりました。

沼田

創史郎

3級

１級A

ハブ 空港で ある仁川空 港には、時間

中西

佑輔

3級

初段A

を有効 に過ご すための施 設が充実して

松下

真之介

4級

2級

います 。子ど も達の遊び 場も各所にあ

尾碕

初菜

3級

2級

ってそ れこそ 様々な国の 子ども達が集

西本

朱里

5級

5級

まって きます 。髪の色・ 目の色・肌の

毛筆

硬筆

色も多 彩なら 言葉も多彩 。身振り手振

・小5
市川

未悠

3段A

3段Ｂ

りと片 言の「 ？？語」を 駆使してみん

金本

三夢

3段A

2段B

な汗だ くにな って走り回 ったり、あや

吉冨

千夏

2段B

4段A

とりや じゃん けんの仕方 を教え合った

大槻

遥香

初段B

１級Ｂ

りして、それはそれは楽しそうでし

岸本

健志

1級C

初段B

た。

山下

彩乃

2段A

初段B

初段B

初段Ｂ

となに やら高 いハードル があるように

東

優里

「国 際化」 なんて漢字 三文字で表す

園田

有咲

1級B

1級B

錯覚し てしま いがちです が、子ども達

山口

愛未

1級B

1級Ａ

にとっ ての国 際化は「ふ れあい」とい

桑原

唯衣

5級

4級

う柔ら かいひ らがな四文 字で表すこと

毛筆

硬筆

のでき る日常 の延長線上 にあるものだ

・小6
上野

豪斗

初段A

3段A

と知ることができました。

藤原

弥咲

3段C

3段B

中井

美咲

2段C

5段B

園田

沙耶香

1級A

1級

寺西

匠人

5級

3級

☆先月 号の『 西日本大会 』結果報告で
第２部 金賞「 濱野恵太く ん」の名前が
抜けておりました。
☆今月 初旬よ り当教室の 塾報がネット
で見ることができるようになりまし

－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－

た。

そろばん

tips

