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支  部  長  あ  い  さ  つ  

『 明 る い 未 来 へ 』 

道央支部 支部長 下佐 和史 

 近年，全国各地で台風による風雨・土砂災害・河川の氾濫による被害， 

そして道民には記憶に新しい平成３０年９月６日未明の北海道胆振東部 

地震など災害が多すぎました。 

昨年５月『令和』と改元されたこともあり，私たち新執行部も平穏な 

一年を願いつつ新たな一歩を踏み出しました。 

７月，日本全体が東京オリンピックで盛り上がっている筈でした。 

しかし，昨年末中国武漢市で発生したと思われる新型コロナウイルス 

感染症が予想を遥かに超える勢いで拡大しております。 

当地では｢さっぽろ雪まつり｣と｢中国の春節｣が重なり，多くの観光客が押し寄せたことも

感染拡大の一つだったと感じます。３月には２週間の全道小中高校の休校，４月半ばには全

国一斉の休校や緊急事態宣言が発出されたことで，そろばん教室も休業要請の対象となり，

ほとんどの教室が一か月以上の閉鎖を余儀なくされました。この間，保護者との連絡・生徒へ

の指導・教室の維持管理そして目に見えない恐怖を感じつつ生活されていたとお察しいたし

ます。 

私たちが最も期待を寄せている新入生獲得の時期の緊急事態宣言で何もできない日々。北

海道地連としてネット配信していたランディングページがせめてもの救いであったと考えま

す。検定試験は中止・延期で何とか施行できていますが，受験者数減少で収入面でのマイナス

は必至です。競技大会においては７月道央珠算選手権大会・８月全日本珠算選手権大会が中

止になっております。熱心に選手養成されている指導者，競技大会参加をめざし努力されて

いる選手のみなさんには申し訳ないことですが，来年１月の北海道珠算選手権大会も，収束

の見えない新型コロナウイルス感染拡大への不安と，全道各地からの移動・宿泊・季節性イン

フルエンザの流行などを考慮し，関係者の皆様の安全第一を考え中止の決断となりました。

１１月６支部合同珠算指導者講習会・１２月京都での人材育成講習会・来年３月の珠算研究

集会(石川県)の中止も決定しております。実に残念です。 

先の見えない暗いことばかり書いてしまいました。今回の未曾有の事態は，人類の長い歴
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史の中では，「ほんの一瞬の出来事」なのかもしれません。人類は数知れない災難・困難を克

服し進むべき道を切り開いてきたのです。色んな感染症の中で根絶できているのは「天然痘」

ただ一つです。つまり，リスクの軽減を図り共存しているのです。新型コロナウイルスも各国

でワクチンの開発が進み近い将来提供されることでしょう。６/２７現在で新型コロナウイル

スによる国内死者数は８６４人です。心からお悔やみ申し上げます。これは医療関係者の献

身的な治療・介護により抑えられている数であることに感謝申し上げる他ありません。もち

ろん少ない数ではありませんが，ちなみにインフルエンザによる国内死者数は昨年３３２３

人，一昨年３１０８人で，コロナの死者数を大幅に上回っています。新型コロナウイルスもい

ろんなことが解析されて，他の感染症同様の扱いになるのも遠くはないはずです。そのよう

な状況になったとき，競技大会の開催も視野に入ってきます。状況把握と慎重な判断と安全

対策と運営方法などを考慮し，いつかは一歩踏み出す勇気と決断を持つことも必要かと考え

ます。 

 ６月から学校も再開され，我が教室にも元気な子ども達の「こんにちは」と「笑顔」が戻っ

てきました。しかし，これを機にやめる子や方向を転換する子も増えています。逆の発想をす

るとそろばんを習う子もいるはずです。先ずは今いる子ども達と楽しい毎日を過ごせるよう

工夫することが大切です。 

時代の速さに追随できる人もおりますが，むしろそうでない人の方が多いはず，自分に合

った速度で徐々に前に進むことも良いのではと思います。私も含めほとんどの先生は対面授

業を得意としていると思われます。モニター画面を通しても声と表情は伝わってきますが，

温もりまでは伝わりません。一対一の指導にこだわりたいですね。とは言えオンライン授業

や Zoomや LINEも活用しなければいけない場合も想定し，勉強する機会も必要かと考えます。 

 緊急事態宣言下で多くの企業はテレワーク・リモートワーク・在宅勤務などで仕事をする

ようになり，このまま継続する企業が相当数あるようです。これを機に故郷での生活，都会を

離れ田舎暮らしを始める人もいるようです。生徒増に繋がれば良いのですが？会議なら環境

さえ整っていればやれなくもですが？・・・小さな Zoom会議なら可能ですかね。 

 昨年，安倍首相は会見で，『令和』の意味を「厳しい寒さの後に春の訪れを告げ，見事に咲

き誇る梅の花のように，一人一人の日本人が明日への希望と共に，それぞれの花を大きく咲

かせることができる，そうした日本でありたいとの願いを込めた」と語っていました。到底コ

ロナ前のような生活は望めませんが，少しでも希望が持てる時代が来ることを願い，今，私た

ちにもできることを実践し，この苦境を「百万一心」会員みんなの力で明るい未来を拓きまし

ょう。 
 

◆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  研修部より 
日頃より研修活動に関心いただき,ご理解ご協力ありがとうございます。この度下記の期間

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。 

珠算教育士の資格においては,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集計

し取得を目指して努力ください。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≫ 

１０月１日から１０月３１日ですが 

各地区で集計し,支部締切９月３０日期限厳守で申請ください。 
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令和元年度十段合格者 

          合格体験記 珠 算       検定部より 
★第３９５回 令和２年１月検定 札幌地区 永井 悠聖    

取得時の学校名と学年   札幌市立東園小学校 ５年              

現在の学校名と学年    札幌市立東園小学校 ６年                   

まず今までの課題は字でした。先生にも注意されていたので,できる 

だけ意識して練習していました。 

本番当日は落ちついてできましたが字が不安でした。 

結果を見ると十段見込みでした。だけど先生にやばい字があったと言 

われました。本部審査の結果が分かったときは本当にうれしかったです。 

 いつも指導してくださる先生,仲良くしてくれる先輩達や仲間,いつも 

ありがとうございます。そしてこれからもよろしくおねがいします。 

これからはいそがしくなって練習時間が少なくなるかもしれないけどそろばんをがんばり

たいです。そして目標を高くもって練習をがんばっていきたいと思います。 
  
★第３９７回 令和２年６月検定 札幌地区 阿部 笑子  

取得時の学校名と学年   札幌市立手稲東中学校 ３年 

現在の学校名と学年    札幌市立手稲東中学校 ３年 

私が珠算十段をとるまで一番大変だった種目は伝票算でした。 

九段合格までずっとそろばんで伝票算をしていたので,そのままそろ 

ばんでやろうと思っていました。 

ですが,そろばんだと試答点が伸びず,暗算でやろうと決めました。 

最初はめくりも遅く,正答率も低かったですが,教科書をめくるといい, 

ということを聞いて学校や家ですきま時間にめくる練習をしました。 

そうしたら,だんだんめくるリズムが良くなったのが,自分でもわかり 

ました。試験当日の伝票は調子が良かったので練習した甲斐があったなと思いました。で

も乗算と開法が不安だったので受かるとは思っていませんでした。  

なので合格を聞いたときは本当に驚いたし,とても嬉しかったです。支えてくれた家族や先

生,一緒に練習した仲間に感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

令和元年度十段合格者 

合格体験記 暗 算 
★第３９４回 令和元年１１月検定 札幌地区 後藤 隆希  

取得時の学校名と学年    北嶺高等学校２年          

現在の学校名と学年     北嶺高等学校３年          

『算盤の誘惑』                                 

まずは珠算を再開した理由について書きます。理由を端的に述べると, 

算盤（そろばん）の凄さをテレビで観て実感したからです。テレビに映 

し出されたのは,目に留まらぬ速さのフラッシュ暗算でした。 

それは今までの自分の算盤の世界が非常に狭いものだと実感するに足 

る出来事であったと同時に,暗算を一種の神秘的なものだと解釈させまし 

た。そこで昔算盤を習っていたこともあって,神秘的なものの取得に勤し 
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むことにしたのであった…。    

ここまで上達できたのは,親からの支援や先生方の御支援,そしてファクトリーの皆さんか

ら多くの刺激を頂いたからです。今までありがとうございました。これからもよろしくお願

い致します。                                     

最後になりますが,自分は来年受験する志望校に向けて勉強したいと考えています。それで

も算盤はやり続けるつもりです。生活に不可欠なものになってしまったから。 
     

★第３９６回 令和２年４月(３月検定)  札幌地区  奈良 優杜 
取得時の学校名と学年 (3月末学年)  札幌市立緑丘小学校３年          

現在の学校名と学年         札幌市立緑丘小学校４年                   

平成 30年 5月検定で暗算九段合格してから約 2年,７回目のチャレン 

ジで暗算十段に合格することができました。                                   

『第 396回の 3月検定で十段合格できなかったら当面検定試験を受け 

させません』と先生に言われていたので合格出来て本当にうれしかった 

です。普段の練習は,数字（答え）は,汚くてもいいので見ないで書く, 

答えを書きながら次の問題の計算をすることなので,字をきちんと書く 

ことが難しかったです。                                                                         

十段は毎日目標を持って練習すれば必ず合格できます。みんな毎日練習頑張って下さい。 
  

★第３９７回 令和２年６月(５月検定)  札幌地区  山田  洸揮 
取得時の学校名と学年   札幌市立東札幌小５年          

現在の学校名と学年    札幌市立東札幌小５年                                      

十段に受かって僕は,とてつもなく嬉しかったです。何年もかけて受か 

ったからです。受かった瞬間嬉しすぎてハイタッチしたくなりました。 

下にハイタッチするポーズをしてたけど,ハイタッチをしてくれる相手 

がいなくて出来ませんでした。教室ではあまり喜びませんでした。 

その代わり家であほみたいに喜びました。 

僕は,3年生ぐらいに暗算 9段に受かりました。最初は「（兄の）稔揮よ 

り早く受かったらいいね」と言っていました。 

しかし,稔揮より早く受かるどころか一年も遅くなってしまいました。原因は,やはり努力

をしなかったからだと思います。僕の周りの人達は,努力してどんどん伸びていくけど,僕は

全然努力をしなかったからこんなことになってしまいました。先生たちも僕のために色々協

力してくれてありがとうございました。そして応援してくれた人達もありがとうございまし

た。これからは,大会と珠算十段に向けて頑張りたいと思います。  
 
★第３９７回 令和２年６月(５月検定) 札幌地区 髙橋 奏人  

取得時の学校名と学年    札幌市立本町小５年          

現在の学校名と学年     札幌市立本町小５年          

ぼくは,九段を目指して,本番にいどみました。なので×と÷は,いつ 

も時間に余裕があるので,ていねいにやりました。見取り算は,けっこう 

速めのペースでやらないと全問終わらないので,速めのペースでやり 

ました。なので,一応全問終わりました。          

十段見込みがくるまでは,九段に受かっていたらいいなと思ってました 

が,十段見込みだったのでおどろきました。 

それで,本部審査にいった結果は,洸揮と一緒に見ました。２人とも, 

十段に受かってたので良かったです。                                            

珠算は,苦手です。でも,夏は野球,冬はそろばんをがんばり,コツコツ十段を目指します。  
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News Letter 全珠連北海道地方連合会の取り組み 

LP を活用した広報活動 

なぜ,ホームページ(HP)だけではなく 

ランディングページ(LP)が必要なのか? 
HP は,保護者の中でそろばんに関心を持った方が訪れるのを待つ,待ちの広告であるのに対

し,LP はそろばんのすばらしさを不特定多数の保護者に問いかける攻めの広告と言えるでし
ょう。攻めの広告と言えば,今までは,新聞の折込み,ダイレクトメール(DM)でしたがこれから
の時代,これらにとって代わるものが LP ということです。  

① 興味のある見込みある保護者を集め, 

② 興味のある保護者へメールなどを介して少しずつ信頼関係をつくり, 

③ 生徒入学につなげる。 

訪れた保護者にいきなり売り込む HP とはここが違います。したがってこの両者をジョイ
ントして上手に広告しましょう。これからの事業は,LP からはいり HP で締める形になるで
しょう。検索画面を紹介します。 

 

子どもの習い事 そろばんの宣伝 
北海道｜そろばん教室検索｜公益社団法人全国珠算教育連盟  

https://www.soroban.or.jp/school/school_hokkaido.html 北海道. HOME > そろばん教室検索 > 
北海道. 地図をご利用の場合は,目的の教室の 住所を入力して検索してください。 ...  
情報を掲載; 全珠連 連盟のイベント・そろばん に関する様々な話題を紹介; 珠算教育者を目指

す方へ; 全日本珠算選手権大会レポート 動画   
  

絶対おすすめ！やっててよかった『そろばん』 
 

 

公益社団法人全国珠算教育連盟の教室に通う生徒は,教育大附属,札幌開成,北嶺,立命館慶祥,藤女子, 

函館ラ・サール等の中学受験に成功しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.soroban.or.jp/school/school_hokkaido.html
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意外と子供にできて                             

大人にはできなかった

りします。 

柔軟な発想が必要です。 

みなさんはどうかな? 
                          
(小学校４年生の問題じゃ) 

 
 
そろばんが「地頭力」を 
伸ばしてくれます。 

 

Q.「地頭力」とは？ 

A. 知識がなくても自分の頭で解答にいたる道筋を考えていける力のことを地頭力といいます。 

「答えのない問題を解く力」や「仮説思考力」と言われ,勉強だけでなく,社会に出てからも役に立つ能

力のことです。そろばんを習うことで,地頭力が鍛えられると言われています。  

圧倒的な計算力だけではありません!! 
そろばんは,自分で考える力が身につきます。 

 

 

 

 

 

 

他に色々な解法を思いつく  

漢字や英単語を早く覚えられる（形状） 

教科書ページを画像として記憶できるようになる 

読んでイメージして,解答への道筋をたてられるようになる 

すべての教科に役立ちます   

地頭力が鍛えられる理由  

              そろばん式暗算 
 

◆そろばん式暗算とは 
そろばんの珠を頭でイメージして計算する方法 

・イメージすることで右脳が,計算することで左脳が同時に鍛えられる 

・時間内に問題を解くことで集中力がつき,勉強の姿勢が身につく  

・最短で問題を終わらせるクセがつき,情報処理能力が UP 

・一字でも間違えると不正確となるため,ケアレスミスが減る 

最後に教室検索により全道各地の会員教場にアクセスされる形になっています。 

 

頭の体操 簡単そうで意外と解けない問題 
 

◇この図形の周の長さは 

何メートルでしょう? 

角はすべて直角です。                   
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新入会員紹介 

   母の遺志を継いで 

札幌地区 大 塚 裕 子  
はじめに,母の葬儀の際におきましては,ご焼香,過分なるご香料, 

ご供花等,誠にありがとうございました。生前ご厚情を賜りました 

皆様へ深く感謝申し上げます。 

この度,札幌井上速算学校(大塚百合子)を引き継ぎ,珠算教育連盟 

にお世話になることとなりました。 

突然の事ではなかなか気持ちの整理がつかない中ご迷惑をおかけ 

すること多々あるかと思いますが,ご指導よろしくお願い申し上げ 

ます。 

札幌井上速算学校を設立して７０年以上も数多くの生徒を育てて 

きた父そして母の思いを引き継ぐにはとても力不足と感じて,母には出来る限り元気に生徒

の前で指導してほしいと願い,私から珠算教室についての話をすることはありませんでした。 

ここ数年は大会に母の体調を案じて付き添い,荷物持ちして同行するようにしていました。

母は直接,口にして話す事はありませんでしたが,願いは私に後を継がせたいと考えていたた

め,１年,2 年前から生徒への指導を手伝わされるようになり,生徒との関係がうまくいくと喜

んでいました。令和 2年を迎えてからは体調が良くない日が多くなり,私が中心に教室に入る

ようになったころ,少しずつ母から珠算連盟のこと,教室の生徒のことなどの話題が増えてき

たので,私の頭の中では後継ぎのことを考え初めての看病の日々でした。母から最後に「頼む

ね」と言われたとき,「大丈夫だよ」と言っている自分,そして,母の穏やかな表情が忘れられ

ません。 

中学校での指導経験はありますが,珠算の指導は難しいものと実感しております。今後,少

しずつ指導力を身に付けるよう努力して参りたいと思いますので,よろしくお願い申し上げ

ます。 

新型コロナウイルス対策(新北海道スタイル) 
 

 

 

 

今年に入り中国武漢で発症した新型コロナウィル 

ス感染症が流行し,あっという間に世界中に広がり 

ました。日本でも全国に蔓延し,2月には小中高校 

に臨時休校の要請が出されました。 

そして,収まるどころか緊急事態宣言が発出され, 

外出自粛で移動が制限されるなど生活しづらい状況 

が続いています。この影響で 3月の全国珠算研究会 

や全日本珠算選手権大会,全日本通信珠算競技大会, 

６支部合同珠算指導者講習会そして北海道珠算選手 

権大会などが開催中止となり,検定試験も状況を見 

ながら延期,施行という状態です。 

未だ収束の見通しがたたず,大勢の集まり,地域をまたぐことなど感染を防ぐためにいろい

ろな制限が余儀なくされ北海道では「新北海道スタイル」が宣言され,われわれ事業者は,そ

れに準じて取り組む形となりました。 

・緊急事態宣言が発令され自粛休業要請相次ぐ 

・検定試験の延期、各種行事の中止 

・珠算教場も休塾や授業に規制・制限 
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行  事  予  定 
 
 
令和２年（2020年）                                      

 ８月２３日（日）第 7回常任委員・地区長会 (ホテルライフォート札幌) 

令和２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) 

８月３０日（日）新入会員講習（ちえりあ） 

９月 ６日（日）全珠連本部定時社員総会 (京都市)中止 

９月２４日（木）全珠連創立記念日 

   ９月２７日（日）第 399回全珠連珠算検定試験（各地区） 

  １０月１８日（日）令和２年度全日本通信珠算競技大会・第４３回北海道珠算選手権大会予選(各地区)中止 

１０月３１日（土）第 112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)中止 

 １１月 １日（日）令和 2年度北海道６支部合同珠算指導者講習会 (ホテルライフォート札幌)中止 

１１月 ８日（日）第 6回執行部長会（珠算会館） 

第 8回常任委員・地区長会（珠算会館） 

  １１月２９日（日）第 400回全珠連珠算検定試験（各地区） 

  １２月２５日（金）～２７日（日）人材育成講習会 短期集中 (京都府 メルパルク京都)中止 
 
令和３年（2021年） 

１月１０日（日）第 43回北海道珠算選手権大会（苫小牧市）中止 

１月３１日（日）第 401回全珠連珠算検定試験（各地区） 

 ２月 ７日（日）第 9回常任委員会（珠算会館・新常任委員） 

２月２８日（日）第 10回常任委員会（珠算会館・新常任委員） 

令和 2年度全珠連道央支部臨時総会 

第 11回常任委員・地区長会（新現常任委員 珠算会館） 

３月 ７日（日）道央支部珠算指導者講習会（札幌市産業振興センター） 

 ３月２１日（日）第 402回全珠連珠算検定試験（各地区） 

  ３月２８日（日）第 67回全国珠算研究集会（石川県）中止 

４月１１日（日）第 7回執行部長会（珠算会館） 

第 12回常任委員・地区長会（珠算会館・新現常任委員） 

      ５月２３日（日）第 403回全珠連珠算検定試験（各地区 1週繰上施行） 
 

◆◆◆ お  悔  み ◆◆◆   厚生部より 

大塚百合子先生 享年 95歳 令和 2年 4月８日(水)ご逝去 
北海道の珠算界の功労者であり,伊勢百日算で指導を受け,井上速算校の名で札幌 

の珠算界に多大な貢献をされました。 

また,多くの指導者及び生徒に珠算のすばらしさを継承された方でもありました。 

時に厳しい指導と愛情あふれる先生でした。 

そして,家庭では良き母親であった故人を偲び謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

「あなたたちは,まだ若いんだから」が口癖でした。 

その声が,頭から離れません。 ありがとうございました。        合掌   
≪編集後記≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症のため不安な毎日が続き,本来あかしやに寄稿予定の競技大会の結果,優
勝者の感想,指導者講習会の案内や感想などの中止という漢字２文字の決定により空きスペースがどん
どん増え頭を悩ませることとなりました。 
社会がグローバル化し,便利な世の中になった代償と言ってよいでしょうか,覚えなくてはいけない

ことが増え,小中学生の時期に一番大切な「基礎・基本」を習得するのに必要な反復練習量が極端に少
なくなっている中,今回の緊急事態宣言で学校での学習時間も更に少なくなって丁寧に文字や数字が書
けない,計算力がない子がますます増えています。そして,保護者の悩みの種にもなっています。 
珠算学習の素晴らしいことは,こうしたところを補う効果があるということです。IT 化が進み,人が

直接文字や数字を書くことが極端に減ってきていますが,コロナ対策を見据えた経済が何となく始動し
始めた感が出てきたのを機に,これらを逆手に我々珠算人は今後どのように経営していけばよいのかを
早急に考えなければいけないですね。（H・N） 
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パーツをつなげて,週の合計の長さを求めます。 

そうすると８m が２本 

１２m が２本 

５m が２本 

       となり,従って(8+12+5)×2=５０で５０m となります。 

 

 


