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支部長 今   容 子 

          残暑の候、会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び

申し上げます。平素は支部の運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。この度、支部長という大任を拝命いたしました今と申します。 

皆様、昨年来のコロナ騒動で、心身ともにお疲れのことと思います。

道央支部でも大きな波が巻き起こり、一時は支部存続も危ぶまれる状況でございました。

温かい先輩の激励と、諸事情があるにも関わらず、執行部長を引き受けて下さいました先

生方のお蔭をもちまして、何とか支部執行部が成立する運びとなりました。 

このような状況で、私のような『未熟者』かつ『粗忽者』に何ができるか分かりません

が、『和を以て貴しと為す』『笑う門には福来る』をモットーに、諸先輩の助言をいただき

ながら全珠連の一員としての矜持を持って、任に当たらせていただきたいと思っております。 

コロナで気晴らしもできず、教室も使用できず・・逼塞感も感じましたし焦燥感もあり

ました。しかし、悪いことばかりではありませんでした。自然のことや家族のことを考え

る時間も持てましたし、見たこともないファイアースティックを購入し『愛の不時着』を

視聴し、たくさん本も読みました。ＺＯＯＭでのオンライン授業に挑戦し、友達とＺＯＯ

Ｍ飲み会やお茶会も・・・そして、何より子どもたちにたくさん元気をもらいました。 

『やまない雨はない』と申します。支部執行部一同、明るい未来に向けて一生懸命頑張

っていきたいと思っております。 

しかしながら、まだまだ解決していない問題も多く、今後も様々な問題が起こりうる状

況です。また、通常とは違う人数での執行部となります。たった６人で支部の運営をしな

くてはなりません。一人ひとりの担う仕事量も、今までとは違う状態となります。一生懸

命務めさせてはいただきますが、オーバーワークでミスすることも、ご希望に添えない場

合も出てくることと思います。どうか、会員の先生方におかれましては、諸事情をご理解

いただき、今まで以上のご支援とご協力をいただきますようお願い申し上げます。そして、

何とぞ寛容なるお心をもって、支部執行部を温かい目で見守っていただけましたら幸いで

す。 

最後になりましたが、『健康第一！』どうか健康に留意されご自愛くださいませ。来年は

笑って懇親会でお会いできますことを祈っております。 

どうか２年間、新執行部をよろしくお願い申し上げます。 

 

 
 

支部長就任にあたり 
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高 田 直 美 
 

この度、道央支部副支部長・総務部長・会計部長、さらに支部の代議員に地

連委員と、背負いきれないほどの大役を拝命いたしました。肩書が人を成長さ

せるなどということもいわれますが、逆に肩書に押しつぶされそうになるほど

の、業務量を担うことになりました。もちろん、私一人では到底こなせない業 

務量ですので、支部役員一同力を合わせ、目の前にある事業をひとつずつ執行していきたいと思っ

ています。皆様には、初めてのことでご迷惑をおかけすることが多々あるかと思いますが、ご理解と

ご協力を切にお願いいたします。 

 さて、全国多くの方々が、いくつもの役員を兼任しなければ、立ち行かないほど珠算業界を取り

巻く環境は、高年齢化が進み人材不足が加速しています。新入会員の増員対策を講じ、新しい人材

を育てていくことが私たちの責務かと思います。それには、私たち団体が、魅力ある団体でなけれ

ばなりませんし、土台となる個々の教場経営を、安定したものにしなければなりません。道央支部

においては、令和３年度の新入会員が７名と聞いています。さらに明るい材料として、コロナ禍で

新入生の入会がままならなかった昨年に比べ、今年は全体的に入会者が多かったように聞き及びま

す。新入生が増えると検定受験者も比例して伸びていきます。令和２年度の収支報告書が出来上が

る時期ですが、本部からの支部事業特別交付金もあり、検定交付金収入も大きく落ち込むことなく

決算を迎えることができそうな見込みです。これも会員皆様のご協力あってのことと思います。深

く感謝申し上げます。緊急事態宣言や蔓延防止措置の影響で、教場として借用している市の施設な

どが使えなくなり、教室の運営や検定試験会場にも大変苦慮していますが、今後も一人でも多くの

受験者を、下級から受験し、交付金を増やしていくことが肝要かと思います。 

支出に目を向けてみると、コロナ対応でソーシャルディスタンスが求められ、人数制限も行って

いるため、今まで以上に会場費が膨らんでいます。また、感染対策に関わる費用も手を抜けません

ので、支出が増えるばかりです。 

 そして、広告宣伝も必要ですし、人材育成のため、また自己啓発のための研修も大切です。新し

い取り組みとしてオンラインでの講習会も行われていますし、オンラインによる会議、競技、授業

も進んできました。コロナ禍から生まれた新しい手法のひとつとして活用して行きたいものです。 

色々な情報を吸収し、常に新しいことにチャレンジする姿勢を持ち続けることが大切かと思いま

す。ですが、私個人としては対面授業が好きですし、生徒一人ひとりの様子を見て、適切に指導す

ることが指導の神髄であり、指導者冥利に尽きると感じています。 

また、皆さんとコミュニケーションをとるための、数少ない懇親会も大切に思っています。現在、

あらゆる規制の中で思うようにことが運びませんが、今後も対策を立てながら乗り越えていきたい

と思います。 

最後になりますが、全国的にもコロナ感染拡大の歯止めが効かず、毎回の検定試験、競技大会の

開催にも影響が出ています。ですが、昨年よりは今年、今年より来年と、一年一年解決の糸口が見

え始め、いつの日か、このような日々があったことを語れる日が来ると信じ、支部の運営が少しで

も円滑に進むよう努力していく所存です。 

皆様、どうぞ新執行部を温かい目で見守って下されば幸いです。 

副支部長･総務部長･会計部長 
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久保田 智 彦 
 

このたび競技部の部長を命じられました久保田です。 

今までは入会して間もないこともあり、皆様から多くのことを学ばせて

いただきありがとうございました。今後は、競技部の部長という立場で支 

部の仕事をすることになりました。 

右も左もわからない状況ですが、諸先輩方のお力をお借りしながら任務を全うしたいと

思います。 

コロナという突然の出来事で日常生活も変わり、珠算界においても多くの大会が中止や

延期、オンラインや規模縮小での実施になっています。 

もしかすると、これが今後のスタンダードになる恐れすらありますが、その時々の状況

を判断し、各競技会の実施の在り方も変えていかなければならないかもしれません。 

支部の競技部長として冷静に最善を考えながら行動していきたいと思います。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 
 

 

湯 谷 美由紀 
 

 この度、何もわからない私が、厚生部長という大役を任せられること

となり、私自身が大変驚き、また不安でもあります。しかし、引き受け 

てしまった以上は、数々の諸先輩方のご意見をお聞きしながら、教えていた 

だき精一杯頑張る所存でおります。本当に皆様にはご迷惑をお掛けするかもしれませんが、

よろしくお願いいたします。 

思い起こせば、平成１５年７月に母（竹内涼子）が亡くなり、すぐに入会させていただ

きましてもう、１７年がたちます。その頃、私の子供達は中学１年生と小学４年生でした。

私が大学生の頃、母の塾の手伝いはしていましたが、塾を引き継ぐとは思ってもいません

でした。主婦だった右も左もわからない私を、温かく親切に丁寧に教えていただいた先生

方に本当に感謝しているとともに、こんな私にでも、少しでもお手伝いできることがあれ

ばと、今は思っています。 

最近はコロナ禍で、検定試験や大会等でも、教室運営でも制限のある中での活動となっ

ていますが、このような状況であるからこそ情報を共有し合い、手を携えていけたらよい

なと願っています。 

皆様のご発展とご健康を祈りながら、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

競技部長 

厚生部長 
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新地区紹介／札幌中央地区（札幌） 

 道央支部の皆さまこんにちは。札幌中央地区で総務部長を務める若松尚弘です。私が２

年間在籍した札幌地区では、以前より全珠連と日珠連（札珠連）への同時入会が原則でし

たが、これから札幌で連盟に入り、いっしょに仕事をする未来の仲間に対し、業務的負担、

経済的負担を軽減させ、より入会の門戸を広げるため、全珠連だけでの入会も認めるべき

との考えから、この度札幌中央地区を立ち上げさせていただきました。 

また、全珠連が平成２５年７月から公益社団法人として広く公益のために活動している

こともあり、設立趣旨も活動目的も違う日珠連（一般社団法人）とは入会条件を別にする

ことが自然であり、今の幅広い選択を認める時代にも調和していると思っています。もち

ろん、全珠連と日珠連どちらかでの入会も認めようという趣旨であり、両方への入会を妨

げるものではありません。 

今後、札幌として２地区が存在することにはなりますが、根底にある想いはいっしょの

はずで、それは珠算教育の浸透・発展、そして子どもたちにそろばんの素晴らしさを伝え、

その能力を最大限伸ばし、そろばんを文化として末永く伝えていくことだと思います。地

区のかたちは、その時の流れもあり、絶えず変化していくものかもしれませんが、道央支

部全体として珠算への想いをしっかりと共有し、個々人も日々学んでいきながら、良いア

イデアや仕事のやり方があれば積極的に情報交換して前に進んでいきましょう。 

皆さま、これからもよろしくお願いいたします！ 

 

 

新地区紹介／珠栄地区（江別） 

 この度、現・新執行部長会、常任委員会の議決を経て、多くの方々のご支援、ご指導に

より、江別地区を分離して新地区を発足することができました。 

 江別地区は、昭和４４年９月に支部１２番目の地区として発足以来、５２年間ほぼ１０

名前後の会員で運営しておりました。 

 当初は、珠算教育に情熱を持って、研修はもとより懸命に取り組んでおりましたが、社

会情勢の変化による珠算学習生徒の減少に伴い、塾経営者にとって生活にも支障をきたす

状況になりました。 

 その結果、全珠連の目的である「珠算教育の普及ならびに社会の発展に寄与する」こと

よりも「いかに安定した塾経営を行うか」に走らざるを得なくなってしまいました。 

 新地区の運営に当たっては、連盟の定款、諸規則を遵守し、公益法人の会員としての誇

りを持って、連盟の目的に沿った事業の推進に邁進する所存です。 

今後、いっそう皆様のご支援をお願い申し上げます。     （地区長／工藤昭男） 

 



 

6 

 

第５５回道央珠算選手権大会 
 令和３年８月８日（日）千歳市北ガス文化ホールにおいて、２年振りとなる標記大会が

開催されました。昼食を済ませた選手が、１１時３０分から会場に入り、無観客、正午開

会という十分なコロナ対策を実施した上での開催です。途中、ＰＣトラブルもありました

が、皆さまのご協力により予定時刻に終了できました。成績は次のとおりです。 

道央珠算選手権者 

浅浅浅野野野貴貴貴広広広（日高信用金庫） 

選手 

◎　高校生以上の部 ◎　中学生の部

順位 選手名 地区名 得　点 順位 選手名 地区名 得　点

優勝 浅野　貴広 札中央 1,500 優勝 永井　悠聖 札中央 1,475
２位 久保　　新 札中央 1,450 ２位 細川　結愛 札中央 1,185
３位 新倉　咲音 札中央 1,440 ３位 田中　歩斗 札　幌 1,135
４位 若松　　彩 札中央 1,425 ４位 渋川　萌乃 札中央 1,025
５位 井伊　俊介 札中央 1,405 ５位 井上　幹太 札中央 960
６位 酒井　聡史 札中央 1,340 ５位 東海林佑哉 札中央 960
７位 眞田　美歩 札中央 1,305 ７位 伊藤　　花 札中央 815
８位 阿部　笑子 札　幌 1,105 ８位 久末　琴音 札　幌 710
９位 髙橋百年美 札中央 1,075 ９位 松浦　健太 岩見沢 405
10位 田中　恵音 札　幌 980 10位 先崎　徳真 岩見沢 365

◎　小学校５・６年生の部 ◎　小学校４年生以下の部

順位 選手名 地区名 得　点 順位 選手名 地区名 得　点

優勝 品川莉里佳 札中央 750 優勝 薮中　　逞 札中央 750
２位 奈良　優杜 札　幌 730 ２位 兼松　広也 札中央 740
２位 宮岸　宏輔 札　幌 730 ２位 若松　咲菜 札中央 740
４位 田中　優星 札　幌 710 ４位 寺島　英亮 札　幌 730
４位 長谷川穂空 札中央 710 ５位 岸田　　桜 岩見沢 720
６位 中島　海翔 札　幌 695 ５位 吉田　将人 札　幌 720
７位 薮中　彩良 札中央 685 ５位 永井　優衣 札中央 720
８位 林　　優衣 珠　栄 645 ８位 高橋　享杜 岩見沢 700
９位 今野　遥瑛 札　幌 630 ８位 高橋　駿平 札　幌 700
９位 早野　佑治 札　幌 630 10位 兼松　知也 札中央 695

  総合競技　入賞者
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北海商科
　　　大学

◎　高校生以上 ◎　中学生 ◎　５・６年生 ◎　４年生以下
順位 地区名 順位 地区名 順位 地区名 順位 地区名

優勝 久保　　新 札中央 優勝 永井　悠聖 札中央 優勝 奈良　優杜 札　幌 優勝 永井　優衣 札中央

２位 浅野　貴広 札中央 ２位 細川　結愛 札中央 ２位 宮岸　宏輔 札　幌 ２位 寺島　英亮 札　幌

３位 井伊　俊介 札中央 ３位 東海林佑哉 札中央 ２位 澁木　　碧 札　幌 ２位 宮川　　翼 札　幌

４位 髙橋百年美 札中央 ４位 田中　歩斗 札　幌 ２位 品川莉里佳 札中央 ２位 後藤　怜治 札中央

４位 若松　　彩 札中央 ４位 井上　幹太 札中央 ２位 長谷川穂空 札中央 ２位 若松　咲菜 札中央

６位 酒井　聡史 札中央 ４位 渋川　萌乃 札中央 ６位 林　　優衣 珠　栄 ２位 荒瀬　優馬 札中央

６位 新倉　咲音 札中央 ７位 先崎　徳真 岩見沢 ６位 中島　海翔 札　幌 ７位 宮谷内　啓 岩見沢

８位 四條　歩美 江　別 ８位 松浦　健太 岩見沢 ６位 早野　佑治 札　幌 ７位 吉田　将人 札　幌

８位 眞田　美歩 札中央 ９位 伊藤　　花 札中央 ９位 今野　遥瑛 札　幌 ７位 薮中　　逞 札中央

10位 村上　采佳 美　唄 10位 岸田　　桜 岩見沢

日　高
信用金庫

◎　高校生以上 ◎　中学生 ◎　５・６年生 ◎　４年生以下
順位 選手名 地区名 順位 選手名 地区名 順位 選手名 地区名 順位 選手名 地区名

優勝 浅野　貴広 札中央 優勝 田中　歩斗 札　幌 優勝 奈良　優杜 札　幌 優勝 薮中　　逞 札中央

２位 井伊　俊介 札中央 ２位 細川　結愛 札中央 ２位 薮中　彩良 札中央 ２位 宮谷　内啓 岩見沢

３位 眞田　美歩 札中央 ３位 松浦　健太 岩見沢 ３位 田中　優星 札　幌 ２位 寺島　英亮 札　幌

３位 若松　　彩 札中央 ３位 永井　悠聖 札中央 ３位 今野　遥瑛 札　幌 ２位 吉田　将人 札　幌

５位 酒井　聡史 札中央 ５位 先崎　徳真 岩見沢 ３位 長谷川穂空 札中央 ２位 兼松　広也 札中央

６位 髙橋百年美 札中央 ５位 井上　幹太 札中央 ６位 林　　優衣 珠　栄 ２位 小西　剛輝 札中央

７位 高田　柚奈 岩見沢 ５位 渋川　萌乃 札中央 ６位 中島　海翔 札　幌 ７位 永井　優衣 札中央

７位 田中　恵音 札　幌 ５位 東海林佑哉 札中央 ６位 澁木　　碧 札　幌 ８位 兼松　知也 札中央

７位 久保　　新 札中央 ６位 品川莉里佳 札中央 ９位 若松　咲菜 札中央

10位 新倉　咲音 札中央 10位 福田　夏芽 江　別

北海道警察

◎　高校生以上 ◎　中学生 ◎　５・６年生 ◎　４年生以下
順位 選手名 地区名 順位 選手名 地区名 順位 選手名 地区名 順位 選手名 地区名

優勝 眞田　美歩 札中央 優勝 細川　結愛 札中央 優勝 奈良　優杜 札　幌 優勝 薮中　　逞 札中央

２位 浅野　貴広 札中央 ２位 田中　歩斗 札　幌 ２位 品川莉里佳 札中央 ２位 若松　咲菜 札中央

３位 若松　　彩 札中央 ２位 渋川　萌乃 札中央 ２位 薮中　彩良 札中央 ３位 高橋　享杜 岩見沢

３位 久保　　新 札中央 ２位 永井　悠聖 札中央 ４位 田中　優星 札　幌 ３位 宮谷　内啓 岩見沢

５位 井伊　俊介 札中央 ５位 井上　幹太 札中央 ５位 林　　優衣 珠　栄 ３位 岸田　　桜 岩見沢

６位 新倉　咲音 札中央 ５位 東海林佑哉 札中央 ５位 宮岸　宏輔 札　幌 ３位 寺島　英亮 札　幌

７位 髙橋百年美 札中央 ５位 伊藤　　花 札中央 ５位 中島　海翔 札　幌 ３位 吉田　将人 札　幌

７位 酒井　聡史 札中央 ８位 先崎　徳真 岩見沢 ５位 早野　佑治 札　幌 ３位 宮川　　翼 札　幌

９位 阿部　笑子 札　幌 ８位 松浦　健太 岩見沢 ５位 長谷川穂空 札中央 ３位 後藤　怜治 札中央

10位 高田　柚奈 岩見沢 ５位 山本　　紘 札中央 ３位 永井　優衣 札中央

10位 四條　歩美 江　別

10位 田中　恵音 札　幌

フラッシュ暗算　入賞者
選手権者 眞田美歩 1.70秒

読上算　入賞者

選手権者 浅野貴広 7～17桁
27'02"

選手名 選手名 選手名 選手名

選手権者 久保  新
読上暗算　入賞者

13～17桁
5口

34'52"
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札幌中央地区 東 原 文 雄 
 

この度、札幌中央地区に入会させていた

だきました、アサヒ珠算塾の東原文雄と申

します。 

私は、高校の先生から、習字を勧められ、

作品を誉められたことで、習字が好きにな

りました。それまでは、習字の授業もきら

いで仕方なく、ただ授業に参加する程度と

いうという感じでした。その後、勢いで大

学生の時に筆耕のアルバイトを経験し、社

会人となり企業に勤めた後、そろばん指導

をさせていただいております。 

これまで培ってきました経験を活かしつ

つ、これから新たな出会い、わからないこ

とも多々あるなかで、対応して行けるよう

にしたいと思います。高校の先生との出会

いを今後も忘れずに、そろばんが好きにな

る、楽しくなることを、これからも伝えて

いきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

江別地区 田 中 繁 子 
 

 昨年６月から、コロナ禍と重なるように

一年間退会しましたが、諸事情により改め

て再入会することになりました。 

 顧みれば、平成元年度から令和元年度ま

で、全珠連に籍を置き、講習会などで得た

たくさんの資料や情報などを参考にして、

当教室の授業形態が成り立っているといっ

ても過言ではありません。 

 珠算の指導を始めるにあたって、私に指

導してくださった先生とお会いする機会が

なかった私には、全珠連の存在は、仲間も

得てとても心強いものでした。再入会とい

うことになりましたので、江別地区の先生

方のご協力の下、力を合わせてまい進して 

 

いくつもりです。 

 皆様には、これからご指導のほど、よろ

しくお願いいたします。 

 

 

江別地区 鳥 取 慶 子 
 

 全珠連道東支部にお世話になっておりま

したときから、１７年の空白期間を越えて、

今年度から道央支部のお世話になることに

なりました。 

 『十年一昔』といわれますが、一般社団

法人から平成２７年７月に公益社団法人に

認可されたこと、心よりお喜び申し上げま

す。これもひとえに、創立当初からの全珠

連会員皆様方の６０年に渡る、たゆまぬ努

力の積み重ねの賜物と存じます。 

 私も新たなる気持ちで、子どもたちとと

もに少しずつでも成長していきたいと存じ

ます。 

 ご指導のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

江別地区 星   文 枝 
 

 江別地区に令和３年７月に入会しました

星珠算学院の星文枝と申します。 

 小学生のころに、本間珠算学院の本間共

子先生の下で珠算を習いました。成人し、

社会に出てから数十年後、仕事を退職し、

就活中に「人数が増え、一人で指導するの

が大変になってきたので、手伝いに来てみ

ない？」とお声をかけていただいたのがき

っかけで、採点から始まり、指導方法を見

聞きし覚え、見よう見まねで助手を続けて

きました。徐々に体調を崩していった本間

先生をサポートしながら、二人三脚で頑張

ってきたのですが…７年ほどたったころ、

２０２１年７月１日加入 
新入会員のご紹介 
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教室に無理してでも通い頑張っていた先生

でしたが、体力が尽き入院したままになり、

亡くなってしまいました。残念でなりませ

ん。 

 経験不足な私が、教室を引き継ぐことな

ど考えていなかったのですが、この先残さ

れた生徒たちのことを考えると、中途半端

はだめだと一大決心し、コロナ禍真っ最中

でしたが、何とか持ちこたえ２年がたちま

した。ここまで独りでやってきて、改めて

亡き先生の偉大さを痛感…先生は怖かった

けど（笑）根気よく色々なプリントを使っ

たりして分かるまでしぶとく丁寧に教えて

いました。私も記憶をたどりながら、せっ

かく習ったのだから嫌いにならないように、

楽しくしっかり学べるようにと、日々試行

錯誤しながら奮闘中！ 

 生徒たちにはなかなか先生とは呼ばれず、

「ふみちゃん、ふみえ～！」と友達のよう

に呼ばれ続け、伝統のように受け継がれ現

在に至っておりますが（笑）まぁそれもあ

りかなと諦めつつ…まだまだひよっこ… 

 未熟ではありますが、会員の先生方にご

指導いただきながら、引き継いだ教室を存

続していけるよう努力していきたいと思っ

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

珠栄地区 佐 藤 章 一 
 

私が社会人になった当時は、そろばんと

タイガー計算機が主な計算手段でした。特

に積数計算は、そろばんの独壇場で利率の

変更などがあると毎日残業で大変苦労した

記憶があります。その後、電卓の普及やコ

ンピュータの進歩、私の転職によりそろば

んとの触れ合いは、しばらく途絶えてしま

いました。 

昭和５２年に、妻が江別市で珠算塾を開

塾いたしましたが、私は他の職業に従事し

ていたため関わることはありませんでした。

私の勤務していた会社は、近江商人の『三

方よし』を経営理念とする総合商社の子会

社だったのですが、親会社の当時の丹羽宇

一郎社長が出演したテレビ番組の中で『読

み書き算盤』が大切であると発言したのを

妻が見ていて大変感激していたのを覚えて

おります。７０年代『混迷の時代』、８０年

代『バブル期』、９０年代以降『失われた３

０年』を経験し、現役を引退して妻の珠算

塾の掃除や消毒を手伝ううちに、我が国の

伝統文化である珠算に加えて暗算が盛んな

ことを知り、興味がわきました。珠算、暗

算のスキルは今の子どもさんたちには到底

及びません。子どもさんたちからは、毎日

元気とエネルギーをもらっております。 

珠栄地区の工藤先生始め、道央支部の諸

先生のご指導をいただき、微力ながら珠

算・暗算の普及と発展に寄与させていただ

きたいと思っております。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

 

珠栄地区 冨 永 孝 幸 
 

この度、７０年近い歴史のある全国珠算

教育連盟にお世話になることになりました。 

昨年来のコロナ禍にあって、世の中の情

報通信を中心とした物事の進め方が急速に

進歩しました。珠算界も、社会とのつなが

り、先人の築き上げたものを尊重しながら

も、子どもたちの教育に関わる「目的」は

変わらず、これからの時代に合った「手段」

で変革していく、次代を担う指導者の姿に

心強く思い期待しています。 

経験が浅く未熟者でありますが、「不易」

と「流行」を念頭に、微力ながらお役に立

つことができればと思っております。今後

とも、よろしくお願いいたします。
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６支部合同珠算指導者講習会 
 

１ 日  時  令和３年１１月７日（日）午前９時～１２時３０分 

２ 会  場  ホテルライフォート札幌 

３ 講  師  小林 一人（こばやし かずと）先生  東京都支部会員／常任委員 

４ 演  題  第１講座  そろばん日本一になるまでのお話し 

        第２講座  新宿こばやしそろばん教室運営のすべて 

        第３講座  保護者対応、クレーム対応の仕方 

        第４講座  珠算競技会の問題点とこれからの展望 

第５講座  珠算界の問題点と解決策、あれこれ 

５ 持 ち 物  そろばん、筆記用具 

６ 受 講 料  全珠連会員１，５００円  会員の助手２，０００円 

７ そ の 他  オンラインによる参加もできます。（道央支部以外の会員及び会員助手） 

（１）Zoom アプリを使用し一人一画面で実施。ただし、支部・地区単位での申込みで、感

染予防対策を十分にとることができれば、一画面複数人での受講可能。 

（２）受講者は、カメラが付いているＰＣ、タブレット等の準備及びインターネット環境

の確認。 

（３）４０回線（先着順）期日等については後日決定し、連絡します。 

（４）オンライン受講者は、後日、申込期日・接続練習日を連絡いたします。 

（５）会場での受講者は、令和３年９月２９日までに各支部・各地区を経由してお申込み

ください。 

 

 

珠算教育士資格取得申請 
及び珠算教育段位免許取得申請について 

今年度も次のように、珠算教育士資格取得申請及び珠算教育段位取得申請の受け付けをし

ます。珠算教育士の資格は、検定試験委員の資格取得にも関係してきます。単位数は８０単位で

す。まだ、申請をしていない会員各位におかれましては、計画的に目標単位を取得し、申請を目

指してください。申請料は２０,０００円です。 

また、教育段位免許に必要な単位は、初段３０単位、弐段４０単位、参段６０単位、四段１００単

位、五段１５０単位、六段２００単位、七段３００単位、八段４００単位、九段５００単位、十段６００

単位です。免許料は１段につき２,０００円です。取得単位数等の質問については、研修部にお気

軽にお問い合わせ下さい。多数の取得申請をお待ちしております。 

≪申請期間・締切≫ 

申請期間  令和３年１０月１日～１０月３１日 

申込締切  令和３年９月３０日 期日厳守 

研修部 

研修部 
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祝 珠算 十段合格者 

新 倉 咲 音 札幌中央地区 ４００回検定 

札幌市立札苗北小学校 合格４年 現在５年 

今回、検定までの練習で注意したのは字です。前回は字で落と 

されてはいないのですが、前前回に、１０段見込みにはなったけれど、 

字で落とされていたので、前前回の検定から字をきれいに書く練習 

をしてきました。計算をしないで、数字を書く練習をしたり、ふだんの生活の中でも字

をきれいに書いたりしていました。本番では、字バツがひとつもなくてよかったです。そ

して、これからも字をきれいに書いて、字バツがないようにしたいです。 

これからの目標は、なおひろ先生よりもうまくなって、日本一になることです。そのた

めにたくさん練習していきたいです。みなさん、これからもよろしくおねがいします。 

 

 

兼 松 優 衣 札幌中央地区 ４０１回検定 

北海道教育大学附属札幌中学校 合格２年 現在３年 

私は、珠算９段に合格してから１０段に合格するまでの約２年間 

“あと 1 問で本部審査に行けたのに”という結果を何度も経験して 

きました。それが、ある特定の種目ではなく毎回異なる種目で落とし 

ていたので、どのように改善していけばよいのか悩みました。 

一度本部審査に行ったこともありましたが、その際は数字やコンマがきれいに書けず

に不合格となりました。正答率だけではなく、数字をきれいに書くことも求められる１０

段の本部審査の難しさを身にしみて感じました。 

私は、問題をただ解くのではなく数字をきれいに書くことも以前より意識し、必死に

練習しました。 さらに先生から、各種目で 7 分や 3 分という制限時間をどのように使

うとよいかを指導していただきました。そのおかげで私は、試験当日も以前のような緊

張感や不安に押し潰されることなく、落ち着いて練習通りのスピードで解くことができま

した。 

私を支えて下さった周りの方々に心から感謝しています。 
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井 伊 俊 介 札幌中央地区 ４０１回検定 

江別市立大麻小学校 合格４年 現在５年 

 僕は５歳のときにそろばんを始めました。始めたころは十段をとれる 

と思っていませんでした。 

 かけ算と見取算が苦手だったので、たくさん練習しました。初めは 

３０問終わることが目標でしたが、３０問できるようになると、目標は全問正解することに

変わりました。今では全問正解することが多くなりました。検定では１問間違えてしまっ

たけれど、力を発揮できたと思います。 

 僕はそろばんを始めてから計算スピードがとても速くなりました。そろばんは根気よく

続けると良い結果がでます。みんなにも根気よく続けてもらいたいと思います。 

 

 

 

田 中 歩 斗 札幌地区 ４０２回検定 

札幌市立手稲東中学校 合格２年 現在３年 

そろばんを始めてから、7 年 5 か月という年月が過ぎました。まだ 

１４歳ですが、人生の半分以上をそろばんと向き合ってきたことになり 

ます。 

僕は周りの環境に恵まれていると思っています。ほぼ毎日のように塾に通わせてくれる

両親、どんなことがあっても応援してくれる先生、そして何より、同じ塾や全市という近

い環境に、自分と同じくらいの実力のライバルがいること。それが、僕を一番成長させ

てくれたと思います。僕は１級をとったら、そろばんをやめようと思っていました。なぜ 1

級をとってもやめなかったかは正直覚えていません。ですが、そんな僕が、珠算・暗

算・フラッシュ暗算すべて１０段をとれるなんて奇跡のようだと思っています。 

ライバルという存在がいること。さらには、憧れる先輩がいること、それも僕にとって

大きな支えとなっていました。だから、僕がそうであったように、後輩から憧れられ、目

標とされるような存在になれるように、これからも努力していこうと思います。 

「努力はきっとおもしろい」その言葉を胸に日々頑張っています。 
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祝 暗算 十段合格者 

渋 川 萌 乃 札幌中央地区 ４０３回検定 

札幌市立八条中学校 合格１年 現在１年 

 小学４年生のときに９段に合格して以来、５回近く合格できずにいた 

ので、ついに受かることができてうれしいです。 

 乗算の点数がいつもとれずにいたので、練習では速く正確に解ける 

よう頑張りました。数字の５と２が汚くて、注意されることがあったので、試験のとき

はていねいな数字を書くよう気をつけました。 

 何度も検定を受けて、日々の練習をおこたらずに頑張って受かることができたので、

これから何事にも挑戦していきたいなと思います。 

 

 

 

東 海 林 佑 哉 札幌中央地区 ４０３回検定 

北海道教育大学附属札幌中学校 合格２年 現在２年 

 最終審査で本部に行っていると知らされたとき、今までループしていた 

時間から抜け出せたことがとても嬉しく、ステージが一つ上がった感じが 

しました。みんなからのサプライズで合格がわかったとき「ついに受かっ 

た」と、こみ上げる喜びがありました。その後、暗算検定が終わる寂しさもわいてきまし

た。 

僕の字は大会で注意を受けるほど汚く、先生から何度注意をされても、なかなか

直せず、後輩達に何回も下克上をされそうになり、その都度焦りを感じながら長い日々

に苦戦しました。 

今までの習い事の中でも、そろばんだけやめられませんでした。そろばんが大好きだ

から続けられたと思うのですが、やっぱり熱心に指導してくださった先生方、どんな時

もはげましの声をかけてくれたり、送り迎えをしてくれた両親、そして共に競い合い、仲

良くしてくれた仲間がいたから続けられたとも思っています。本当に今までありがとうご

ざいました。そしてこれからも頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。 
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行  事  予  定 
令和３年（２０２１年） 

８月２９日（日）第２回常任委員・地区長会／令和３年度全珠連道央支部定時総会・道

央珠算教育振興会定時総会(ホテルライフォート札幌) 

９月 ５日（日）全珠連本部定時社員総会（京都市） 

９月２４日（金）全珠連創立記念日 

９月２６日（日）第４０５回全珠連珠算検定試験（各地区） 

１０月１７日（日）全日本通信珠算競技大会 

１１月 ６日（土）第１１４回全珠連北海道地方連合会会議（ホテルライフォート札幌） 

１１月 ７日（日）北海道６支部合同珠算指導者講習会（ホテルライフォート札幌） 

１１月１４日（日）第２回執行部長会／第３回常任委員・地区長会（珠算会館） 

１１月２８日（日）第４０６回全珠連珠算検定試験（各地区） 

令和４年（２０２２年） 

 １月 ９日（日）第４４回北海道珠算選手権大会（旭川市）中止 

 １月３０日（日）第４０７回全珠連珠算検定試験（各地区） 

 ２月２７日（日）第３回執行部長会／第４回常任委員・地区長会（珠算会館） 

 ３月 ６日（日）道央支部珠算指導者講習会（場所未定） 

３月２０日（日）第４０８回全珠連珠算検定試験（各地区） 

４月 ３日（日）研究集会（兵庫県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪編集後記≫ 

 

 

 

 

連日の猛暑に加え、コロナウイルスの８月２日から９月１２日までのまん延防止等重点措置適用で、

何か慢性化しつつある現状、変異株（インド型デルタ株）の発生で再認識を余儀なくされたのではない

でしょうか。その中、道央支部も支部長が代わり、新執行部体制が樹立され、加えて７月から新地区が、

札幌と江別に設立されました。地区設立に加え、７名の新入会員が誕生しましたので、今回のあかしあ

に紹介させていただきました。コロナウイルスの収束する気配がなく、形がまだまだ変わり、まん延す

るような気がします。「コロナに負けるな」を合言葉に頑張っていきましょう。最後にあかしあ８７号発

行にあたり、ご投稿いただいた方々には、心より感謝申し上げます。（Ｍ・Ｈ） 

総務部 

訃報 清水恒良先生 逝去される 

令和３年７月９日、当連盟に５５年の永きに渡り、貢献いただいた清水先生がご逝 

去されました。清水先生は昭和４９年１２月１３日全珠連会員となり、札幌女子高等 

学校商業科(札幌龍谷学園高等学校)の教員として勤められ、多くの生徒に珠算や簿記 

のすばらしさを伝えてきました。連盟会員としても検定業務や競技大会へ、惜しみない 

ご協力をいただきました。特に検定・競技大会等では筆耕として欠かせない存在で、先生 

の筆耕がもう見ることができないとなるととても残念です。晩年、体調を崩された時でも常に競技

大会の日程を把握しており、いつもお手伝いをしてくださいましたが、今年初めて筆耕辞退の連絡

をいただきました。それから間もなくのご訃報で大変残念な思いです。         合 掌 


